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６月の予定 ～ ロータリー友情交換（オーストラリア）/1 7

次年度 のクラブ活動の概略2004~2005
委員長 木村 幸生 副委員長 吉田 光穂クラブ奉仕

（ＳＡＡ）委員長 江守 道子 副委員長 金 沂秀 （例会）委員長 高嶋 由治
携帯電話の電源や卓話中の雑談の禁止などマナーの徹底を計る。副委員長 土田 初子

（企画） 委員長 宮永 満祐美 副第４週の例会日は、アルコールを解禁にする。
委員長 木村 幸生 池田 裕之 （親睦・百万石） 委子ども達の教育について考える。

南光州ＲＣの訪問と金沢の東茶屋街界隈を訪員長 齋木 妙子 副委員長 北 他紀子
（会報委員ねる 各事業を必要に応じてメデｲアで紹介ホームページについての意見交換

会報の韓国語抄録、英語抄録を作成専任の委員や翻訳の予算を会） 委員長 石丸幹夫 副委員長 村田祐一
（増強拡大） 委員長 山下公一 副委員長 石丸 幹夫 （ＲＣ情報・雑会員 人が 名の新会員を推薦して1 1
誌） 委員長 谷 伊津子 （友好）委員長 東山、新会員を担当するオリエンテーションを監督する人を指名

連絡を蜜にし、お互いの友好関係を継続卓嗣
副委員長 西村 邦雄 喫煙と其の害 害の強調 上手に楽に禁煙 禁職業奉仕委員会 委員長 村田 祐一 「 」、 「

煙のすすめ」を講演
チャリティコンサートを開催 市民に理解社会奉仕委員会 委員長 北山吉明 副委員長 前田宏智

鉄道 在来線問題 まちなかの発展 百万石遺産、（地域発展委員会） 委員長 石丸幹夫 副委員長 齋木妙子
新しい芸術都市金沢 市長の講話

ベルギーよりの交換留学生を受け入れ南光州国際奉仕委員会 委員長 木村 陽子 副委員長 竹田 敬一郎
ＲＣよりホームステイ７月末 ソバナさん（米山記念奨学会）委員長 東海林 也令子 副委員長 諸江 明祐

（ロータリーを囲んで異文化の理解や交流
財団） 委員長 岩倉 舟伊智 副委員長
宮本 玲子

委員長 西村 邦雄 副委員新世代委員会
チャイルドラインおよびメイク長 大平 政樹

アウイッシュの後援 チャリティーコンサート
の応援「空き缶拾い」

その他予定 例会
新入会員歓迎会 北間楼5/27

クラブフォーラム 一年を振り返って6/3
韓国語

二木秀樹会員 『私の仕事』6/10
韓国語6/17 浅野川画廊例会

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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１．坂口会長挨拶
先週の大阪での国際ロータリ

ー大会は本当に沢山の人が集まりま
した。今晩は新入会員の歓迎会は北
会員のおかげでここでひらくことに
なりました。有難うございます。こ
れからも頑張りましょう。

やっと歓迎会をひらく事がで２．金沂秀親睦委員長挨拶
きました。新入会員を紹介致します。

年 月入会 北他紀子（きた たきこ）会員H15. 3
年 月入会 吉田光穂（よしだ みつほ）会員H15 9
年 月入会 宮崎芳弘（みやざき よしひろ）会員H16 .2
年 月入会 木下義隆（きのした よしたか）会員 〃H16 3
年 月入会 古谷利彦（ふるたに としひこ）会員H16 5

（２００３．７～）３．新入会員挨拶
ようこそ当店へお集まり下さいました。北他紀子会員

私もこれから例会にはまじめに出席致します。
このような会を開いて下さり有難うござ吉田光穂会員

います。いい会員になるように努めます。
本年 月に入会しましたが、前に金沢北宮崎芳弘会員 2

クラブに少し在籍した事があります。久しぶりのロータ
リーですので又ろしくお願い致します。

仕事は金沢市で金城運輸というトラック木下義隆会員
の仕事をしています。七尾に住んでいます。観光、バス
やの営業所が金沢にあります。おやすくしますのでご利
用下さい。いい会員になりたいと思います。なおタクシ
ーとは関係ありません。

ホテルと居酒屋をしています。アークビルの向かいの８Ｆにクラブもありますの古谷利彦会員
で、ご利用下さい。趣味はゴルフの他、たべる のむです。

《食 事》４．乾杯 金沂秀親睦委員長

～国際大会・韓国訪問ほか～５．スライド上映会
石丸会報委員長

５
．

坂口会長の閉会挨拶６．

新入会員歓迎例会例会 北間楼

通算 回287
21/44 48.8%出席

月修正出席率3
2004.527

京都宝ヶ池プリンスホテルにて友好親睦会のスライドから


