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（日）に事務所の引っ越しをしました。2/29
「ロータリーを祝
おう」の新テーマ

エステを発表した
ス 会長エレクトRI

←
地区ガバナー2610

近藤俊エレクトの

→行氏

ホテルイン金沢坂口國男会長の退官パーティー 5/9
クラブの主催で多くの会員や夫人が出席し、先生の長年

の美術大学教授のご活躍をねぎらうと共に、今後のご健康
とますますなるロータリー活動をお願いしました。坂口先

生は金沢市が氣にいられ、
自宅アトリエのある太陽が
丘で今後も創作活動を続け
られるそうです。

お

原田智子・小林道夫バイオリンコンサート知らせ 5/29
金沢市アートホール（北山吉明会員まで）

シンガーソングライター梅原司平 石川文教会館ホール （江守巧 江守道子会員まで）5/23 折り鶴コンサート
楽しくヘルシースポーツ編 スポーツと健康 悩み相談質スポーツ健康読本 北山クリニック院長 北山吉明著

その他予定 例会
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
青い海 蒼い大地 Kanazawa Million Weekly Bulletin No. 0284 5.13 2004

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku

・

水野会員より花束を
うける坂口会長

飯野名誉会員が乾杯 奥様と坂口会長

ようこそロータリーへ
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手に手つないで 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
長い連休でした。メイクアウィッシュの代表の祖泉淳様とボランティアの吉本志津江様、それからメ会長挨拶

イクアップの西田様よくいらっしゃいました。
岩倉舟伊智 前田宏智 高今月のお誕生日： 5/3 5/13 5/17

嶋由治 吉田昭生の各会員5/27
祖泉淳様 吉本志津江様特別ゲスト

RCメイクアップ 西田雄一様 金沢香林坊
古谷利彦会員新入会員への会員バッヂ贈呈

古谷さんは温厚な人柄の紳士でゴルフに紹介 金沂秀会員
負けてもいやな顔をしません。

昭和 年生の 歳です。セントラルホ古谷利彦新会員 28 51
テルを経営しています。醍庵という居酒屋の他、日月（ひづき）という店を４月１日に開き
ました。よろしくお願いいたします。

※ロータリー財団のポリニコニコＢＯＸ ¥12,000 ¥693,235 ¥3,978,259本年度合計 残高
オプラス へ ( ＄）寄附¥196,100 1850

メイク・ア・ウイッシュの卓話を楽しみにしています。 昨日パリからの帰り坂口会長 炭谷会長エレクト

にオーバーブッキングで他の便で帰国しました。９万円のキャッシュバックがありました。 アト石丸会員

ラス旅行の木村さん（ご夫人）の御世話でのウイーン・イタリアの楽しい旅をして本日帰りました。先日来

られたシューベルトさんには お礼にとワインセラーでご馳走になりました 皆様は 連休はどうでしたか？、 。 、

本日の会報は間に合いませんですみません。 メイク・ア・ウイッシュの祖泉さん、ご苦労様で大平会員

す。古谷様、ご入会おめでとうございます。 メイク・ア・ウイッシュの祖泉様、本日の卓話楽しみ木場会員

にしています。 メイク・ア・ウイッシュのお話を楽しみにしています。竹田会員

祖泉淳北陸支部代表 吉本志津江様講話の時間 「メイクアウイッシュの活動を通して」
この北陸支部ももう４年たちました。本日は吉本さんに話しても祖泉：

らいます。
８０歳の母に「夢がかなう日」という本をわたしたら、小さな吉本：

。 「 」子が良く頑張っているね！ といいました 母の願いは 一人で歩きたい
でしたが、６ヶ月で杖で歩ける様になりました。リハビリに励む様になっ
たのは本当にこの本のお陰ですといっていました。一年後の今では一人で
歩いています。子供のゆめ実現も病気のためキャンセルも多く、計画は１
～２ケ月前に準備に入りますが 「早く夢を」と母親から注文が入る事もあ、
ります。身体が持たなく夢の変更もあります。夢の力は本当に強いとお思い
ました。今後も続けますがよろしくお願いします。

このボランティアは本当につらい思いがあります。ゆきチャンは夢か祖泉：
なえて１週間で息を引きとりました。私達の活動の趣旨は①子供の夢をかなえる②皆に知ってもら

点鐘う③募金が３本柱です。よろしくお願い致します。

ウイーンリンク メイキ会 員 消 息 4/30（金）５回目の RC
4/15ャップをしました。今回は

の百万石 の例会に来られたRC
ゲラルト・シューベルト氏やオ
ルトナー会長が歓迎して下さい
ました。また金沢に新しい関係
の出来たクリストフ リーベン
・ショイター氏（今年石川県音
楽堂と姉妹提携したウイーンコ

ンツエルトハウスの事務局長）も当クラブの会員としておられ、
ますます親密さを増しました。 石丸記

5Fホテル日航

通算 回284
24/44 54.55%出席

月修正出席率3
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ウイーンコンツエルトハウス


