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2005～2006年度クラブ新役員と委員会
※理事は○印
（役員） 二木秀樹 （役員）江守巧 （役員） 北山吉明 宮永満祐美会長 会長ｴﾚｸﾄ 副会長 ○
（役員） 野城勲 水野陽子 金沂秀 池田裕之 吉田昭生幹事 副幹事 会計 監査 ○

炭谷亮一 魏賢任直前会長 直前幹事○

吉田光穂 後出博敏ｸﾗﾌﾞ奉仕委員会
谷伊津子例会委員会 ＳＡＡ（会場監督）谷伊津子 金沂秀 吉田光穂

炭谷亮一 岩倉舟伊智 木場紀子 吉田昭生増強拡大委員会 修練選考委員会魏賢任 ○
齋木妙子、宮崎芳弘、大平政樹企画委員会 前田宏智 木村幸生○

石丸幹夫 北山吉明 東海林也令子 東海林也令子会報委員会 広報委員会 ＲＣ情報委員会○
竹田敬一郎、村田祐一、浅田明晴、北山吉明、木下義隆、中西快樹、田中孝幸親睦委員会 東山卓嗣 木村陽子○

竹田敬一郎友好委員会 市島明子 木村陽子
齋木妙子地域発展委員会 大沼俊昭 大平政樹
東山卓嗣、土田初子、宮崎芳弘、水野陽子、西村邦雄職業奉仕委員会 ○村田祐一 大沼俊昭

宮本玲子、山崎正美社会奉仕委員会 竹田敬一郎 土田初子
坂口國男、山下公一国際奉仕委員会 ○齋木妙子

江守道子ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 ○
吉田昭生米山財団委員会 江守道子

西村邦雄 村田祐一新世代委員会 ○

会 員 消 息

（日）金沢 世紀美術館の茶室3/6 21
（松濤庵）開きの薄茶席にて

（ ）木場紀子会員の草木染め風炉屏風 立礼席には前田宏智会員の建水 象嵌が、
が使用されて
いました。 その他予定 例会

米山奨学生 ソバナさん3/17
会場変更例会 於：浅の川画廊3/24
“ネパール”スライドショー 吉田昭・宮本会員3/31

碧い大気
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2004～2005
炭谷亮一 二木秀樹 坂口國男 江守巧 岩倉舟伊智（理事） 会長： 会長ｲﾚｸﾄ： 直前会長： 副会長：

池田裕之 木村幸生幹事： 副幹事： 会計： クラブ奉仕委員長：魏賢任 野城勲 水野陽子
村田祐一 木村陽子 西村邦雄職業奉仕委員長： 社会奉仕委員長 国際奉仕委員長： 新世代委員長：：北山吉明

吉田昭生 高嶋由治 谷伊津子 市島明子（役員）監査： 例会： ： 情報 広報SAA RC江守道子
石丸幹夫 山下公一 木場紀子 宮永満祐美 齋木妙子会報 増強拡大 修練選考 企画 親睦
東山卓嗣 岩倉舟伊智 東海林也令子 石丸幹夫友好 R 財団委員長 米山委員長 地域発展委員

(事務局) 相川晶代

5F 920-0853 2-15-1 T076-234-1111 19 00例会場 ホテル日航金沢 〒 金沢市本町 例会日時 木曜日 ：
1 2F 920-0852 3-2 T262-2211 F262-2241事務室 ライブ ビル 〒 金沢市此花町

E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp URL http://www.hokuriku.ne.jp/million/ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
土日祝日事務局執務時間 月火水金 ： ～ ： 木 ： ～ ： 休憩時間 ： ～ ： 休日10 00 16 00 15 00 20 30 12 00 13 00

金沢百万石ロータリー主催チャリティコンサート
（日) から 石川県立音楽堂 邦楽ホール 後援 北国新聞社 北陸放送 開進堂楽器H17.4.23 14:00

テノール北山吉明 フルート田代真佐子 ピアノ中田佳珠 三味線前田宏智 唄金沂秀

木場紀子会員の草木染め風炉屏風

朝 可成り積雪がありました。3/14
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点 鐘
ロータリーソング
“ 我等の生業 ”

ト四つテス
会長 挨拶

朴 再寛（パク特別ゲスト
・チェガン）様…金会員のご
友人
ヴィジター紹介 乾 杯

員《 食 事 》 皆出席顕彰 １カ年 宮崎芳弘会
幹事報告・委員会報告
魏賢任幹事：例会終了後理事役
員会があります。事務局からの
お願いですが、経費節約の為、
出来るだけ でご連絡させE-mail
ていただきますので、よろしく

。お願いします

27 000 457,246ニコニコＢＯＸ ￥ ， 本年度合計 ￥
残高 ￥ （※本年度予算のマッチンググランドへ￥ ） 浅田会員が 円のニコボッスを4,427,635- 16,000 10,000

されました。
炭谷亮一会長 魏 賢任幹新入会員の田中さんの卓話を楽しみにしています。

皆さんこんばんは。 田中会員のお話を楽しみにしております。朴さん、事

、 「 」 。 、ようこそ！来週一週間ほど 中国に 植林事業 参加に行って参ります どうぞ

宜しくお願いします。 先日は、つたない話を聞いて頂いて有り浅田明晴会員

難うございます。又、参加が少なく申し訳ございません。 田石丸幹夫会員

中さんの卓話、ありがとうございます。今後とも、ロータリーを宜しくお願いし

ます。

田中さんの卓話を楽しみにしています。 皆さ江守巧・道子会員 金 沂秀会員

んこんばんは。今日韓国から仕事仲間のパク・チェガンさんが来ました。宜しく。 ネパ土田初子会員

ールの時は、ありがとうございました。 一年間健康で、皆出席できましたことを記念してます。宮崎芳弘会員

村田祐一会員 田中さん、卓話楽しみにしています。

建築設計㈱佳立店代表取締役講話の時間 『 耐震診断のすすめ 』 田中孝幸会員

地球の構造から始まり、金沢
地方の地震の歴史、断層等の
話があり、地震に強い建物に
ついてのアドバイスがありま
した。
この耐震診断は、自宅の耐震
性能の理解や耐震知識の習得
を進めていただき、耐震性の
向上をはかるための耐震改修
に向けて、より専門的な診断
を行うことの参考にしていただく
事を目的につくられました。お住
まいになっている住宅について、
住んでいる方が自身で耐震診断を
行い、住宅のどのようなところに

地震に対する強さ、弱さのポイントがわかる様にできています。
建てたのはいつですか？今まで大きな災害に見舞われた事がありますか？
増築について 痛み具合や補修・改修について 建物の平面はどのような形
ですか？ 大きな吹き抜けはありますか？・ 一階と二階の壁面が一致しま
すか？壁の配置はバランスがとれていますか？屋根葺き材と壁の多さは ？どのような基礎ですか？採点評価しま
す。 補強は木造住宅では基礎を鉄筋コンクリートに、壁は筋交いをいれたり、構造用合板ではる。シロアリは？

点 鐘土台、柱、筋交いの接合は金物で堅固に、 柱とはりの接合は金物で堅固に等です。-------

回323
5Fホテル日航

2005.3.10
％出席 21/40 52.5

％2 月修正出席率 88.33

一カ年皆出席顕彰宮崎芳弘会員

朴再寛（パク・チェガン）様と金会員


