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韓国３７１０地区から６名が地区大会に参加
金成信ガバナーご夫妻 李庠根パストガバナー 高錫太友情交換委員長 李承采ガバナー補佐

呉贊教地区財務委員長南光州 会長の６名が魚津の地区大会に参加されました。なお （日）は金沢市の菜RC 10/24
香楼新館で歓迎会がありました （高錫太友情交換委員長が光州無等ＲＣですがあと５名は南光州ＲＣ）。

日程
１０月２３日（土）曇り

富山空港着１３：４０
二木 魏賢任 石丸１４：２０ 出発

１４：４５ 富山第一ホテル着
二木 魏賢任 石丸１５：３０ ホテル出発

１７：３０ 魚津第一ホテルＲＩ会長代理晩餐会
１９：００ 終了

石丸夫妻１９：２０ 魚津第一ホテル出発
２０：２０ 富山第一ホテル着

１０月２４日（日）予報晴れ
石丸 炭谷 岩倉７：３０ 金沢発

石丸 炭谷 岩倉８：３０ 富山第一ホテル発
９：３０ 魚津市 新川学びの森で地区大会 点鐘

来賓挨拶 （米山功労者李庠根氏紹介）１１：３０

１２：００ 昼食
木村幸生夫妻 石丸１２：５０ 新川学びの森出発

１３：３０ 埋没林記念館
１５：３０ 宇奈月国際ホテル 入浴 休憩
１６：３０ 宇奈月国際会館（セレマ美術館）
１６：５０ 出発

菜香楼で百万石 主催歓迎会１８：３０ 金沢市 RC
魏賢任２０：３０ 出発

２１：３０ 富山第一ホテル着

１０月２５日（月）
１０：００ ますずし見学富山西ＲＣ 源浩会員他

炭谷夫人 金１４：４０ 富山空港発見送り
木村夫人 石丸夫人

（富山西 は光州忠壮 と姉妹クラブ）RC RC

１０月２３日（土）１９：００～ 於：中むら親睦委員会 “東茶屋街を考える会”
今回は、参加人数１０名で少人数でしたが和気あいあい大変楽しい
ひとときを過ごすことができました。
太鼓遊びでは、西村会員、東海林会員が三味線に合わせとてもお上
手で、さすがピアノ講師と芸者衆も感心の様子。
親 睦 委
員 会 で
は 、 茶
屋 街 を
訪 ね る
企 画 を
恒 例 に

していますが 芸者連中からこれからも是非、ごひい
きにと大変喜んでおいでました。
参加者：木場、東海林、吉川（お母様 、西村、二木、前田、水野、宮崎、藤間勘繁 齋木）
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点 鐘
それでこそロータリーSONG

挨拶 上田忠信会長（金沢北）
もう聞き酒で出来上がっていま

す。金沢百万石クラブとは久しぶ
り の 合
同 例 会
で す よ

。うこそ
昨日まで台風でしたが本日で本当によあかったです。日頃の皆様の
精進のおかげです。熊は下に落ちた木の実は食べずに木に上ってと
りますので台風は熊にも大被害でした。

クラブも６年半たちました。 涙が炭谷亮一会長（金沢百万石）
出るほど懐かしい北クラブです。北クラブ 年の石丸会員や 宮崎19
会員、江守会員、岩倉舟伊智会員が北クラブにいました。看板は大
いに語り飲みましょう。

上田会長 皆様のご健勝と社会貢献を期乾杯
待して！
《 食 事 》

５種類の酒のお世話下さ企画委員会 報告
ったのは菊姫合資会社です。例会前に行われた聞き酒の成績発表を
いたします。全部正解は一人です。 金沢百万石ＲＣの木村幸生さ
んです。おめでとうございます。
そのあと３種と２種正解社が記念のお酒をいただきました。

ニコニコボックス

８ＲＣ新年合同例会についてのお願い
来年の８ＲＣ新年合同例会は下記の通り開催致しますが、
当ＲＣがホストクラブ 実行委員会を発足となり御世話をすることになっております。先日の理事・役員会に於いて

に入りました。８年に一回 廻ってくるホストクラブですので、全会員一致団結しご協力を頂き百万石し準備段階
ＲＣらしい合同例会にするため、全員出席で何卒宜しくお

当日の役割分担など詳細は追っ願い申し上げます。なお、
て 日時 平成１７年１月６日（木）１２ご連絡致します。

※準備の都合上、当クラブ：３０ 点鐘 ～１４：００
会員は になります。場所 ホテル日航１１：００頃の集合
金沢４階「鶴の間」以上 止む終えない事情で出席できな
い方は、事務局まで早めにご連絡ください

その他予定 例会
金沢北ＲＣ合同例会～お月見例会～ 於：松魚亭10/21
１９：００～

韓国語10/28 あねざき しょうこ様

セクシャリテイカウンセラー

韓国語11/4 宮崎芳弘会員

通算 回306
金沢北 と合同例会 松魚亭RC

％出席 20/41 48.78
76.42８月修正出席率

2004.10.21汐井ＳＡＡ

上田忠信会長

炭谷亮一会長

聞き酒全種正解只人の木村幸生会員

菊姫合資会社からのお世話で

両クラブの次期会長は兄弟？


