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（日）に事務所の引っ越しをしました。2/29

4/16百歳バンザイ 社会奉仕委員会
社会奉仕委員会の「百歳バンザイ」は 日、金沢市利屋町の特別養護ホーム「萬生苑」で行われ、百歳の市16

島せきさんと百二歳の岩崎久次郎さんの健康をお祝い
しました。穴水町出身の歌手三輪一雄さんが歌や物ま

。 、ねを披露しました 二人ともご近所で瓢箪町の方であり
市島さんは会員の市島明子さんのお祖母さんです。なお記
事は （土）の北国新聞に記載 出席者：土田初子委員長、吉田昭生会員、市島明子会員、事務局相川晶代さん4/17

日時： 木 場所：日航ホテル４月定例理事議事録 4/8
出席 坂口 二木 前田 西村 村田 石丸 吉田 竹田

谷 大沼 今年度の最終例会について （ ）ネパー１） 6/24
ルのサムンドラ(ネパール語：海)というグループを招き演奏し

てもらってはどうか。少々のアルコールも解禁にし楽しい最終

例会にしたい。ソバナさんから紹介を受けたのですが サラン

「 」。ギというカースト制の低位の珍しい弦楽器を使ったいう 音楽

友情交換委員会の報告 月に 韓国 釜山、光州との友２） 10
情交換 ） 例会・パーテイについての確認とゲストなど３ 4/15
について 会員・家族・友の会 総勢 約７０名

バイキング型式 料理 ２６００円 飲み物（実数計算）

その他 韓国との交流のため、事務連絡をスムーズに図るため、韓国語講座の宋先生に通訳の仲立ちをお願いしたい。その４）

予算として友好委員会で５万円みてほしい。 それが、軌道に乗れば地区の６５ＲＣにも提案できる。

★ 次回理事会の開催 新旧理事会 ： １６年５月１３日（木）

その他予定 例会
韓国語4/22 下郷 稔氏

韓国語休み4/29 休会
韓国語5/6 祖泉 淳氏 ﾒｲｸ ｱ ｳｲｼｭｵﾌﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ

大平政樹会員宅5/20
新入会員歓迎会 北間楼5/27
浅野川画廊6/17
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我等の生業点鐘 SONG
故郷の地（韓国語）

四つのしるべ
手を貸そう。1.
感謝の声をかけあおう。1.
親睦と友情を深め、自己の1.

向上に努めよう。
地域社会に奉仕し、クラブ1.

。の存在価値を高めよう
本日はウイーンリンクＲＣからのゲストと明日の演奏炭谷亮一会長エレクト挨拶

。会のメンバーならびにプリンツ中田留美子さんの友の会の方と共に食事会をいたします
藤舎眞衣さん、バジュラチャリャ・ソバナ さん、坪倉かなうさん、坂口順子夫人、坂口稚子（わ特別ゲスト

かこ）さん（令嬢 、ホールナルトポ－ル先生、石丸恭子（たかこ）夫人、鶴見彩さん（石丸会員）、
）、 、 （ ） 、 、 、 （ ）同伴 原田智子さん 北山真美 まみ 夫人 木村恵利子夫人 木下まゆみ夫人 日下 くさか

さち子さん、後出有美夫人、
石丸幹夫会員の説明： ５回のウーンリンクロータリークラブ訪問の本日の例会の企画について

中で本日おみえになるゲラルド・シューベルトさんには２回おあいしました。シューベルトさんは
ウイーンフイルハーモニーのバイオリニストでウイーン国立音楽大学の教授でもあります。金沢
で明日演奏会がありますので、演奏メンバーの方やプリンツ友の会の方がも例会場にこられまし
た。

¥11,000 ¥652,235 ¥4,133,259ニコニコＢＯＸ 本年度合計 残高
ロータリアンシューベルトさんをお迎えして。ウイーンからようこそ。石丸会員

ゲラルトシューベルト氏をお迎えして ①ゲラルトシューベル江守巧会員 魏 会員

ト氏をお迎えして ②眞衣先生の演奏を楽しみにしています。③私事めいてつＭ’Ｚ

Ａの地下一階に菜香楼のお惣菜店を４／２１に正式出店させて頂きます。今まで同様可

愛がってください。 素晴らしいお客様、ゲラルトシューベルト様をお迎えし齋木会員

て。 明日の「シューベルト・カンマーゾリステン・ウイーン」コンサート楽村田会員

しみにしています。

より講話の時間 「ウイーンリンクＲＣのシューベルトさんを迎えての食事会」 19:30
１． ゲスト紹介開会挨拶・

会長エレクト 炭谷亮一
英語スピ－チ
ゲラルトシューベルト氏、ロベ
ルトナジ氏、インノケンテｲグラ
ブコ氏 中田留美子さん（通
訳兼 、ﾏｲﾝﾊﾙﾄ・ﾌﾟﾘﾝﾂさん友の）
会の皆様 原田智子さん
２． 藤舎眞衣さん横笛の演奏
３ 続いてスピーチ）．乾杯 （

マインハルト・プリンツ
スピー友の会会長 鈴木 博 先生 ４．

石丸幹夫会員がシューベルト氏との出会いやチ
これまでのエピソードなどゲストのかたを紹介。
またゲラルトシューベルト氏、ロベルトナジ氏、
インノケンテｲグラブコ氏 中田留美子さん ﾌﾟ、 、
ﾘﾝﾂさんは各々自己紹介と小スピーチと質問を受けた。シューベルト氏は有名な
フランツ・シューベルトの祖父のの兄の直系ということでした。皆さんは日本通
で大変話も弾みました。しかし早朝、岡山を立ち、東京、

金沢へと一日で行動され、小
松空港から例会場へ直行され

。たので大変だったと思います
点鐘

5Fホテル日航

通算 回282
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藤舎眞衣さんの横笛演奏

プリンツご夫妻 ロベルト・ナジ氏 インノケンテｲ・グラブコ氏

横笛にチャレンジする
ゲラルド・シューベルト氏

おなじみの

ホールナルト

先生


