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（日）に事務所の引っ越しをしました。2/29
～ 年度のための地区協議会2004 2005

（日）黒部市国際文化センター・コラーレにて5/16
次年度のクラブ会長・幹事・各委員長のためのプログラムですが、 から受付で、開会点鐘は です。閉9:20 10:00

会点鐘は です。午前中は全体会議、ガバナーエレクトの所信表明と報告事項、午後は から部会会議で15:45 12:50
会長部会、幹事会計部会、クラブ奉仕部会、職業奉仕部会、社会奉仕部会、新世代部会、国際奉仕部会、ロータリ
ー財団・米山記念奨学会部会があります。 次年度担当の方よろしくお願いします。

（ ）次年度の役員と委員会委員名 委員長 副委員長
炭谷亮一 二木秀樹 江守巧 岩倉舟伊智会長 会長ｴﾚｸﾄ 副会長
魏賢任 野城勲 水野陽子 池田裕之 （監査）吉田昭生 坂口國男幹事 副幹事 会計 直前会長

前田宏智直前幹事
吉田光穂ｸﾗﾌﾞ奉仕委員会 木村幸生

例会委員会 ＳＡＡ（会場監督） 増強拡大委員会高嶋由治 江守道子 吉田光穂 村谷實土田初子 金沂秀
石丸幹夫 吉田昭生 池田裕之 木村幸生山下公一 木場紀子 宮永満祐美修練選考委員会 企画委員会

村田祐一 大沼俊昭山崎正美 後出博敏 野城勲 水野陽子 石丸幹夫 市島明子会報委員会 広報委員会
谷伊津子 齋木妙子 金沂秀 東山卓嗣ＲＣ情報委員会 親睦委員委員会 友好委員会三浦雅博 北他紀子

金沂秀谷伊津子
西村邦雄職業奉仕委員会 村田祐一

前田宏智 齋木妙子社会奉仕委委員会 （新） 地域発展委員会北山吉明 石丸幹夫
木村陽子 岩倉舟伊智 江守巧 宮本玲子 大友泰宏国際奉仕委員会 ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会竹田敬一郎 土田初子

東海林也令子 諸江明祐米山財団委員会 大沼俊昭
大平政樹新世代委委員会 西村邦雄

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

県能登中部保健福祉センター羽咋地域センター5/13
沼田直子先生 「みんなが喜ぶ禁煙～たばこ

新旧理事会の真実～」
１．江守巧会員5/20 大平政樹会員宅例会

２．村田祐一会員の笛
新入会員歓迎会 北間楼5/27

韓国語6/3 クラブフォーラム 一年を振り返って
韓国語6/17 浅野川画廊例会

今年度最終例会 ネパールのミニコンサート6/24
“サムンドラ”によるサランギ

碧い大気
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池田裕之 谷伊津子副幹事： 会計： 監査：魏賢任 野城勲 後出博敏 SAA：
西村邦雄 土田初子理事： 北山吉明クラブ奉仕委員長： 職業奉仕委員長： 社会奉仕委員長：

二木秀樹 村田祐一 石丸幹夫 三浦雅博国際奉仕委員長： 新世代委員長： 会報広報： 情報．RC
石丸幹夫 木場紀子増強拡大委員長 修練選考

大平政樹 金沂秀 岩倉舟伊智 相川晶代企画委員長 親睦委員長 友好委員長 事務局

5F 920-0853 2-15-1 T076-234-1111 19 00例会場 ホテル日航金沢 〒 金沢市本町 例会日時 木曜日 ：
1 2F 920-0852 3-2 T262-2211 F262-2241事務室 ライブ ビル 〒 金沢市此花町

E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp URL http://www.hokuriku.ne.jp/million/ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
事務局執務時間 月火水金 ： ～ ： 木 ： ～ ： 休憩時間 ： ～ ： 休日 土日10 00 16 00 15 00 20 30 12 00 13 00



- 2 -

我等の生業 花点鐘 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、自己の向上に1.

努めよう。
地域社会に奉仕し、クラブの存在1.

。価値を高めよう
（卓話者）下郷 稔（しもごう みのる）氏特別ゲスト

（５月より新入会員）古谷 利彦（ふるたにとしひこ）様
（魏 会員同伴）坂下 宏之 様

先週はお休みしましたが今週から又出席します。ゲストの皆様良く会長挨拶
いらっしゃいました。

¥29,000 ¥681,235ニコニコＢＯＸ 本年度合計
¥4,162,259残高

先週は失礼致しました。下郷稔氏の卓話坂口 会長

を楽しみにしています。 約１５炭谷会長エレクト

年前に下郷様の説明（解説）で兼六園の見学をさせて

いただきました。何と素晴らしい解説であったか。今 でも、心に残ってい

ます。 先週はシューベルトさんが来られての例会、眞衣さん石丸会員

市島会員の演奏など大変楽しい会でした。有り難うございました。

銀座和光ホールでの木場さんの個展素敵でした。ご成功

おめでとうございます。祖母が満１００歳を迎え、お祝

江守巧・道いして頂きまして有り難うございました。

、 。子会員 次女が本日 医師国家試験に無事合格しました

２年間の県立中央病院での研修医生活がスタートしました。 友人の古谷さ金 会員

んが入会します。皆さん、宜しく。 木場さん、久しぶり。 下郷先生の卓魏 会員

話を楽しみにしております。 会員候補の㈱マイコンの坂井宏之さん、ようこそいら

っしゃいました。是非、ご入会を心よりお待ちしております。 坂口会長木場会員

様、クラブの皆様長い間お休みしてごめんなさい。銀座和光ホールでの

個展も皆様のご支援のお陰で無事終わることができました。これからまた、例会に出席させて頂きますのでどうぞ、宜しくお願

い申し上げます。 下郷さんをお迎えしまして。 お話楽しみに致しております。 木場会員の個展、成功お齋木会員 二木会員

めでとう。 「スポーツと健康読本」 は雑誌に連載した物をまとめました。中・高年対象です。読んでみてください。北山会員

木場さん、久しぶりでお帰りなさい！

石川郷土史学会常任幹事 下郷 稔 氏講話の時間 「兼六園の昔と今・三題」
年前後 で 代の目だ斉泰 な兼六園のシンボルの徽軫灯籠。 、 、 （1840 13

りやす）時である。今は橋から見て、右脚が上半分の長さしかない。その
下半分は縁石（縁いし）のすぐ横に寝そべっている。兼六園絵巻の絵は正
確です。昔はまだ折れていなっかたわけです。明治 年に出版された金29
城勝覧図誌の霞池をみると右脚は半分で岩に乗っているので明治 年から5

年までの間にこうなったと考えられる。 そのころの兼六園は大受難の27
時代であった。そのときに折れたのでしょう。 霞が池蓬莱島の頭と尻尾
の蓬莱島・亀甲島は島の唐崎の松に向かって亀の頭をかたどった大きな石が据えられてい
るし、さざえ山の側に尻尾をあらわす塔がたっている。しかし、兼六園絵巻によると位置
が逆である。内橋亭という茶店が霞が池に明治７年の公演開放の時に移された。そしてそ
こからの景観は一つの庭園の風格をなしていたが、後に内橋亭がまた移転してから蓬莱島

七福神山と借景の亀頭石を唐松の松に向かいあわせて移し、そのあとに尻尾をあらわす塔が移されたと推測する。
絵巻からみると眺望は大きくかわの卯辰山

った。中でも一番の変わり様は七福神山と卯
辰山である。七福神山の喬木（高木）は巣ご
もりの松の一本のみ、卯辰山にも中心部には

殆ど樹木が
ない。１４
０ｍの卯辰
山から城を見下ろされること防ぐためであった。もちろん一般市民の入山は禁止
であった。 １人の敵が卯辰山に入ってもわかる様になっていた。今のように

点鐘鬱そうと樹木が茂っているのは明治になってからの話である。
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