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ネパールPatan West RCを訪問しました 2/3
地区で ネパールには 年度には があります。3290 2004-2005 66RC

メイキャップした は が という方ですPatan West RC Dr.Madan Kumar Piya会長さん
Administrative Officer,Tel 4262-194 5570 750/5570 220 98510-33269(職業 住宅 携帯

＠ 。また例会場は の で、E-mail mkpyya180 hotmail.com Sanepa,Lalitpur Hotel Summit）
。木曜日 ｐｍ（冬） ｐｍ（夏）です4:30 5:30

KIngdom of Nepalお知らせ 私の街パタン－
（水）～ （土）淺の川画廊にて2005.3.23 4.2

アムリット・バジュラチャリア
ソバンさんの弟さんの写真展です。

碧い大気
青い海 蒼い大地 Kanazawa Million Weekly Bulletin No. 0319 2.17 2005
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Kanazawa Hyakumangoku

・
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ソバナさんの披露宴で、レプロン・マハルジャン校長と共
に 木村幸生会員、炭谷亮一会長 吉田昭生会員ら

例会場にて

花婿さんと花嫁のソバナさん
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点 鐘
『 』ロータリーソング それでこそロータリー

四つのテスト
総勢会長挨拶

名でネパール15
に行ってきまし
た。初めての経
験でした。ロー
タリークラブの

メイキャップもしました。バナーをご覧下さい。本日の講師の小島先生は
私の息子が歯科治療にあたりました。

２カ年斎木妙子会員 １カ年炭谷亮一会意長 水野陽子会員皆出席表彰
石川県埋蔵文化センター調査部長 小嶋芳孝氏特別ゲスト

金沢北ＲＣ 長谷川塑人様ヴィジター紹介
４名 １５日 宮永満祐美（まゆみ）会員 ２２日 木村陽子会員今月の誕生者の紹介

２４日 土田初子会員 ２５日 江守道子会員

乾 杯 ・ 食 事

はロータリー百年のお祝いがありま幹 事 報 告 2/23
す。全員登録になっていますのでご参加を！新年例会のスマ
トラ沖の地震と津波被害の寄金はわがクラブに一任で送金す
る事になりましたが 、それぞれのクラブ名義でＲＩにおく、
りました。ゲストの分は８クラブ均等割りで送金しました。

ソバナの弟さんが東京都金沢で写真展をしますので、是委 員 会 報 告 吉田昭生会員
非見てください。宮本さんの好意で淺の川画廊です。

。北山吉明社会奉仕委員長 書き損じハガキをもってきてください

-ニコニコＢＯＸ ￥１９，０００ 本年度合計 ￥４０７ 残高 ￥ ６３,246 4,4 ,618
本日もメーキャップさせていただき有り難うございます。先日は、仕事でフラン北ＲＣ 北川塑人様

ス パリに行き ルーブル美術館とオセロー美術館を廻りマイヨールの彫刻を穴の開くほど見てきまし

た。 ヒマラヤの山々は、本当に素晴らしかったです。 みなさん、あけましたお炭谷会長 魏 幹事

めでとうございます。今日は、中国の旧正月の２日目です。炭谷会長をはじめネパール援助にお出かけの

皆さん、お帰りなさい。小嶋芳孝先生のお話を楽しみにしております。 ネパールからお帰り石丸会員

なさい。無事で良かったです。行きも帰りも不思議と駅や列車が同じでした。小嶋先生、本日は有り難う

ございます。 腰を痛めました。寒くなりました。 大 小嶋先生のお話楽し江守巧・道子会員 平会員

みです。富来での渤海シンポジウム良かったです。 皆様、お久しぶりです。小嶋先生をお迎齋木会員

えして。 小嶋様 卓話を楽しみにしています。 本日の卓話の小嶋先生、お話楽西村会員 水野会員

しみにしています。ネパール旅行では、木村会員大変御世話になりまして本当に有り難うございました。

石川県埋蔵文化センター調査部長 小嶋 芳孝 氏講話の時間「古代の加賀・金沢と対岸世界」
紹介者 木村幸生会員

昔は加賀といったら金沢をさしていま
した。

世紀の時代は舞台が日本列島と6~10
は朝鮮半島と中国大
陸でした。７世紀は
唐、高句麗、百済、
新羅８世紀には渤海
国 日本では越前国
加賀郡 年に823
は加賀国加賀郡 で
あった。 年に国利が滅亡するまで加賀は高句麗船の渡来地でした。渤海の建668
国は 年ですが王698
都はいろいろ変わっ
ています。 年に727

は日本へ使節団を送っています。渤海への日本から
の航路は殆ど石川の福良港でした。畝田寺中の遺跡

点 鐘後から土器もでています。

その他予定 例会
理事・役員会2/10 小嶋芳孝様 県埋蔵文化センター
韓国語講座2/17 大野様 北國銀行調査広報課

（水） １００周年を祝う会 県立音楽堂2/23
振替の為休会2/24

回319
ホテル日航 Ｆ3

％出席 21/40 52.5
76.42８月修正出席率
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