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石川県立音楽堂邦楽ホールにて金沢百万石クラブのチャリティコンサート 4/3
年病の子のためのメイクアウイッシュ、こどもの心の電話のチャイルドライン活動のためやネパールの子供達の

ために寄付されます。

テノール北山吉明、フルート田出演者：
代真佐子、三味線前田宏智、歌浅草オペラ
金沂秀、

木村幸生司会：
嶺蔭美津江舞台フラワーアレンジメント：

プログラム
丹沢の 沙羅より 北秋の 沙日本歌曲： （ ）、 （

羅より 、まちぼうけ、初恋、白鳥の歌、）
三月の歌、富士山みたら、百姓唄 さ四季の唄フルートと共に：
くらさくら、宵待草、赤とんぼ、ペチカ 七つの子 女心のうた、ベアトリフルート独奏： 浅草オペラのうた：
ーの姐ちゃん、コロッケの唄

ネパール記事をロータリーの友に投稿中
第 地区金沢百万石ロータリークラブ雑誌委員長 石丸幹夫 様2610
いつもご高配を賜りありがとうございます。ご投稿ありがたく拝受いたしました。ご厚志深謝いたします。取捨選
択につきましては 「友」投稿規定に基づき、常任委員会ならびに編集部にご一任の程お願い申し上げます。おか、
げさまにて、会員の皆さまに興味をお持ちいただき、現在、 割程度しか掲載できない状態でございます。何卒、5
ご了承賜りますようお願い申し上げます。 ロータリーの友事務所
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二木会員「現代の名工賞」受賞御祝い
の会・新入会員歓迎会

魏 幹事開会
現代の日本会長 挨拶 炭谷会長

の名工で の二木さんおめでとうごNo1
ざいます。 また新会員の浅田さん、
田中さん、中西さんには奉仕の理想

で大いに期待しています。
二木富子夫人、石丸恭子夫人ゲスト

二木秀樹さんおめでとうございます。また浅田乾杯 石丸会員
さん、田中さん、中西さん百万石クラブに来られて大変良いことさ
れたおもいます。金沢では一番クラブ会長に
なる近道のクラブです。乾杯！
新入会員 より一言 田中孝幸会員 中
西快樹（よしたつ）会員 浅田明晴会員
（欠席） 欠席のためメッセージ預かり

私は奉仕が大好きです。 こ田中孝幸会員
こはその場所だとおもいます。

欠席がちでの会員ですが、本中西快樹会員
日間遅刻しました。 でも奉仕はよくしてい
ます。育友会の会長や保護司もしました。こ
れからもよろしくお願い致します。

４月７日の例会は新入会員の浅田 明晴会員
歓迎会ですが、申し訳ございませんが欠席いたします。ごめんな

。 。 、さい 日程をずらす事が出来ませんでした ４日より東京出張で
その足で成田より中国の新陽に行き１３日まで帰って来れませ
ん。中国でのエステサロンの展開の話があり打ち合わせに行って
来ます。いつも欠席ばかりで申し訳ございません。これからも宜
しくお願いいたします。 アロマリゾートシステム
浅田明晴

《 食事・歓談 》

「現代の名工賞」受賞 二木 秀樹会員 御礼より
の挨拶

職業人の技能賞ですが、これまでは 以上の職種で 有力者の推薦者３名が必200
要でした。現在は年齢制限もないのですが、兎も角、簡単には貰えない賞である

。 。とわかりました しみぬき 染色など和服に関してはオールマイティな仕事です
しも父と親子２代の受賞となりました。

吉田昭生会員中締め挨拶
一本締め

閉会

例 会 日 程
二木会員のお祝いと新入会員歓迎会 於4/7
菜香楼
北陸財務局 理財部次長 前薗良一氏4/14

つばさ松軒 支店長 今井伸二氏4/21 UFJ
韓国語講座

『ガン告知の難しさ』炭谷亮一会長4/28
韓国語講座
韓国語講座5/18

回327
菜香楼新館（新会員歓迎と二木

2005.4.7会員祝賀会 ）

28/40 70%出席

％2 月修正出席率 88.33

中西・田中会員会員
紹介者の金会員も一言

田中孝幸会員

中西快樹会員
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）ネパールスライド特集－２（2005.3.31例会

結婚式場でマハルジャン校長と炭谷会長 結婚の儀式 ソバナさんと新郎のティパック氏

皆が泊まったホテルにて ソバナさんの家族

ネパールの火葬 後はガンジス川に流す
手動で筏のロープをたぐりで川を渡る
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ＲＩニュース ＲＩ会長、法王の死去に弔意（２００５年４月４日）048

ロータリーを代表して、グレン エステスＳｒ．ＲＩ会長が法王ヨハネ パウロ２世の死去に衷心より弔意を表し
ました。
”私達は法王の死去の報に接し悲ししみに沈んでをります。法王は平和の人で、ロータリーの友人でした。言行両
面で法王は１００年前にポール ハリスと彼の友人を啓発してロータリーを創り上げた人類愛の理想と無私奉仕の
念を共にしました”とエステス会長が述べました。

for World１９８２年にヨハネ・パウロ２世は「世界理解と平和のロータリー賞 （Ｒｏｔａｒｙ Ａｗａｒｄ」
） 、 （ ）UnderstandingandPeace StanleyMcCaffreyの受領者に選ばれ １９８１－８２年度のスタンレー マキャフリー

ＲＩ会長が、受賞のニュースを自らローマの法王に伝えました。アメリカ、テキサス州、ダラスの１９８２年度Ｒ
Ｉ大会で法王の特別代表として出席したトマス ツオープ（Ｔｈｏｍａｓ Ｔｓｃｈｏｅｐｅ）司教に、この賞を
呈するに当り、マキャフリーＲＩ会長は”私が法王の弛まず、絶えざる平和への働きに対して選ばれましたと、申
し上げましたら、法王は「働き続けます。働き続けます」と返事をされました。私は其の時に、この言葉こそ、世
界理解と平和達成の為に一緒に働く我々が常に念頭に置くべき言葉であると、考えました”と述べました。

法王ヨハネ・パウロ２世がローマ カトリック教会の長であった過去２５年間に、数人のＲＩ会長やロータリー
の指導者が法王を訪問しました。ロータリー財団のカルロ ラヴィツア（ ）管理委員長は今迄、法王Carlo Ravizza
に４度お会いしました。ＲＩ会長として２回、カルロす カンセコ（ ）ＲＩ会長と一度、次はハーバCarlos Canseco
ート Ｇ．ブラウン( )ＲＩ会長に同行した時で ”夫々の会合は得難い機会であった、と記憶してHerbert G. Brown 、
をります”とラヴィツア委員長が語りました。

”法王と握手すると、法王が個人的に直接、意を通じているように感じました。法王は単にカトリック教会の指
導者でなく、人種、宗教や皮膚の色に関係無く、全ての人を愛した人です”とラヴィツア委員長が述べました。

２０００年に、法王ヨハネ・パウロ二世がバチカンのサン ピエトロ広場で１万８，０００のロータリアンと其
の友人達に話し掛けたのが、歴史上始めて多くのロータリアンに話をした、最初の法王でした。ラヴィツア委員長
が記憶するところでは ”法王がポール ハリスの言葉を引用しましたので、驚きと同時に感動しました。、
前にも世界中でのロータリーの活動に関して話された事があります”とは、ラ

ヴィツア委員長の言葉 。。
過去１２年間、Ｄ２０８０（イタリー）のアルド フレッチ（ ） は、実質的にロータリアンとバAldo Ferretti PDG
チカンとの間の連絡役を務め、多くの機会に、ＲＩの指導者と一緒に法王に会う事を許された事が嬉しい記憶に残
っております。

”法王は私達と素晴らしい関係を持ってをりました。２０００年記念祭で私達と会った時に、法王に感謝の言葉を
呈しましたら，法王は「私こそ１万８，０００人の子供と娘を、ここに連れて来て呉れた事を貴方に感謝しなけれ
ばなりません”と述べられました。

、 。” 。フレッチＰＤＧによればローマのロータリアン達は喪に服し 次のように語りました 今最悪の状態にあります
今週は我々は全てのロータリー クラブの会合や他のロータリー関連活動を中止しました。法王に対して最後の敬
意を表し、警備体制が許せば我々の一部の者が葬儀に参列する準備をしております 。”

法王は世界中の１０億のカトリック信者の精神的指導者であり、過去２７年間バチカン市という小さな国の長でし
た。

金沢城と満開の桜2005.4.12


