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ロータリー・クラブは何をするのか ポリオ撲滅 国際教育 平和 識字率向上

もうすぐ９月２日は３００回例会で会報は３００号になります。記念すべき例会、会報です。原稿
募集中！

！ （土） （日）地区大会にご参加を 10/23 24
2610 2004 2005 10 23第 地区ロータリアンの皆様、 － 年度地区大会は 月

日（土 、 日（日）に蜃気楼とホタルイカの街魚津市において開催さ） 24
れます。本年度のグレン ・エステス・シニア 会長のテーマは「ローE Rl
タリーを祝おう」であります 「 年の歩み」はそのまま「奉仕の一世。 100
紀」でもありました。あなたのクラフで、職場で、地域社会で、世界で
「ロータリーを祝おう」ではありませんか。
秋の魚津はわが国リンゴ産地の南限とされる種々の「加積リンゴ」の赤
く実る時でもあります。深まりゆく秋の加積野に集い、友情を育み親
睦を深め奉仕の理想を求め語り合いましょう。皆様のご参加を心より

歓迎いたします。

金沢百万石 主催ベルギー交歓学生歓迎会RC
（土） から 菜香楼8/21 18:30

日下 さち子さんの ピアノリサイタルをよろしく
（金沢百万石ＲＣ後援）ハンガリーの情景

ソナタ第８番 ／ ６つの小品 ／ バラード第２番 ／ 組曲 ／ハ
ンガリー狂詩曲 第１２番
９／１０（金） 石川県文教会館ホール 開場 １８：３０
開演 １９：００ 前売り ２，０００円 （東海林会員まで）

金午後～ 火事務局のお盆休み 8/13 8/17
なお は例会お休みで ～ のみ8/19 13:00 17:00

その他予定 例会
納涼例会 日月(ひづき)セントラルア8/12 午後７時より

ークビル１Ｆ（セントラルホテル向かい）

休会8/19
通常例会8/26

碧い大気
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事務局執務時間 月火水金 ： ～ ： 木 ： ～ ： 休憩時間 ： ～ ： 休日 土日祝日10 00 16 00 15 00 20 30 12 00 13 00

近藤俊行ガバナー 杉野芳行実行委員長



- 2 -

点 鐘
手に手つないでＳＯＮＧ

四つのテスト
韓国少年のホームステ会長挨拶

イでお礼の電話がありびっくりし
ました。今日の卓話は小将町中学
校教諭の和田 啓子先生 ピアノ

特別ゲ奏者 押田 真澄様です。
（卓話者）小将町中学校教諭スト

和田啓子先生 ピアノ奏者 押田真澄 様 石丸恭子（たかこ）夫人
２０日生まれ 北 他紀子（きた たきこ）会員 ２５日 西村 邦雄（にしむら くにお）会員今月の誕生者
なしメイキャップ

は地区大会の申幹事報告魏賢任幹事 8/26
し込みしめきりです。又 本日は理事役員会

。です。残って下さい
「最近のクラブホームページ」委員会報告

石丸幹夫会報委員長
、今日皆様に今週の会報をお渡ししましたが

其れより１日早くインターネットに流してあ
ります。又会員の広場をご覧になるためには

パスワード＊＊＊＊＊を入れて下さい。

19,000 104,000 4,131,059-ニコニコボックス￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥
和田啓子先生を卓話にお迎えして 皆さん、こんばんは。暑い日が続いていま炭谷会長 魏 幹事

すが、如何お過ごしでしょうか。 和田先生、押田先生ようこそお越し下さいまして、お話を楽しみ

にしております。 久しぶりにお邪魔して。交換学生受入やその他の活動に賑やかに飯野名誉会員

木村幸生会員頑張って居られることを嬉しく思います。本日は、音楽を聴きに来ました。宜しく。

和田先生の素敵なミニコンサートを楽しみにしております。 本当に暑い日が江守巧・道子会員

続いています。韓国からのお客様については、皆様ご苦労様でした。 卓話を拝聴し石丸恭子夫人

たく、飛び入りしました。 村田会員“オペラ” 楽しみです。 初めてタスキをかけ木下会員

ました。なかなか出席できずすみません。

『音楽療法へのご招待』講話の時間
紹介者 木村 幸生会員

（ピアノ奏者 押田 真澄様）小将町中学校教諭 和田 啓子先生

モナコにまいりましたときそこでは音楽療法をしていました。
この療法の創始者はジュリエット・アルバン女史です。 音楽療法を一口で言えば病気
や障害を持ったひとびとに対して、音楽でもって治療を行う方法です。音楽は様々な形
で病む人の心と身体への癒しの術として用いられています。

浜辺の歌 夏の思い出 月の
砂漠 わたしはだあれ ふるさ
と 想い出をありがとう など
合唱した。 さぼてんの楽器や

新聞紙まの破れる音まで伴奏として、楽しい音楽の時間
でした。心と体がいやされます。

点鐘

通算 回296
5Fホテル日航

21/41 51.22%出席

月修正出席率3
2004.8.5

サボテンで作った楽器
押田 真澄様

合唱している会員


