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年度 地区地区大会のご案内 05-06 RI2610
各クラブ事務局へご提出下さい。

■ 会員 １ ，大会登録料 （記念懇親会、ｴｸｽｶｰｼｮﾝ費含む） 0
０００円 ご家族 ，０００円8

会員 １ ，０００円（対象■ＲＩ会長代理夫妻歓迎晩餐会 3
：会長・幹事のみ）

無 料■エクスカーション
■ 参加費８，０００円 プレー代１４，０００円ゴルフ大会

（ﾋﾞｼﾞﾀｰ料金税込み）※地区大会にも登録必要

７月１４日（木）■申込み〆切

碧い大気
青い海 蒼い大地 Kanazawa Million Weekly Bulletin No. 0337 7.7 2005

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku

・

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

感 謝 牌
国際ロータリー 地区2610
金澤百万石ロータリークラブ

会長 炭谷亮一

貴クラブは人道的奉仕の精神で疎外されたお隣の福

祉向上と地域共同體の形成に至大な貢献をしたのみな

らず 特に移動沐浴車輌の無償寄贈により 共に生き

る福祉社会の其現に積極協調されました。 茲に感謝

の念を此の牌に刻み贈呈致します

年 月 日2005 6 7
大韓民國光州廣域市東區廳長 劉 泰明

2006.6.25MatchingGrant の記事 北国新聞朝刊

プリンストン バナーRC
持参トーマス・アリアス氏
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点 鐘
会長挨拶
※ゲスト紹介
田代様お母様と娘さん・・・宮田登茂子様、田代朝子様
太田様お母様・・・太田 道子様
江守会員御同伴・・・トーマス・アリアス様、アポン・ブ
イヤン様
石丸恭子夫人、北山真美夫人、木村恵利子夫人 東海林会
員お母様・・・吉川照子様 後出有美夫人、村田順子夫人

浅田会員御同伴・・・宮本薫子様
フルートとギターのデュオコンサート
田代真佐子さん（フルート）と太田真佐代さん（クラッシクギター）

金沢市出身 東京芸術大学卒業 同大学院修了 在学中ウイーン国立音楽大学演奏者紹介： 田代真佐子さん
留学 帰国後東京中心にソリストとして演奏活動と後進の指導にあたる 昨年より金沢に本拠地を移し、現在は東

、 、 、 、 、 。京と金沢で活動している フルートは シュルツ シュマイザー 金昌国 小泉浩 日向恵子 他各氏に師事W. H.
金沢市就寝 年スペインギターコンクール優勝 ギター講師を務め 金沢中心の活躍太田真佐代さん 1999

年カウントダウンコンサートでオーケストラアンサンブルと共演し好評を博す。2001,2005

年代から 年 年と現代に至るタンゴの変遷を1930 1960 1980
説明されながら、実際に演奏された。

クラブや皆さんのますますの発展を期して乾杯： 炭谷亮一会長
この一年間顔苦労様でした。そして今晩の素晴らしい二木秀樹次期会長挨拶：

演奏 ありがとうございました。年度末にパーティーに多数出席いただきありが
とうございます。次年度はどういう事になりますか、全力を尽くしますので、皆

。 、様御協力お願い致します 炭谷亮一会長はこれでホット一息したい所でしょうが
次年度にはガバナー補佐という大任があたりました。百万石ＲＣから初めてです
ので皆様、大いに御協力お願い致します。

《 食 事 》
27 000 ¥649,246 4,694,705-ニコニコＢＯＸ ￥ ， 本年度合計 残高 ￥

★お酒代として木村陽子会員と齋木妙子会員より寸志を頂き※ニコニコ罰金貯金箱入金 ￥ （下半期分）4,774
。 今日は、アートホールにて出演の為 出席できなくてすみませんとのことです。ました

最終例会、大いに楽しみましょう 炭谷会長はじめ皆様 一年間ご苦労様でし炭谷会長 二木会長エレクト

た。 来年度は、宜しくお願いします。 お陰様で、最終例会。大いにロータリーを利用しましょ石丸会員

う。田代さん、太田さんようこそ。 最終例会で、プリンストン大学のトム君とバング江守巧・道子会員

ラデイッシュからのアポンちゃんと一緒に来ました。 炭谷会長、魏幹事一年間本当に有り難う木場会員

ございました。毎会ユーモアあふれる楽しい例会でした。 田代さん、太田さんの演奏、本当に北山会員

楽しみにしています。田代さん、４月のコンサート御世話になり有り難うございました。 竹田会員 本年

度 炭谷会長、魏幹事をはじめ役員の皆様本当に御世話様でした。 炭谷様、一年間ご苦労様で西村会員

した。 この度、長男 雅敏が税理士試験に合格し、ノチデ会計事務所の後継者としての第一歩後出会員

を歩み始めました。また、雅敏は今月１２日に沖縄で結婚式を挙げ当地で今月２６日にお披露目をする予定です。今後とも宜し

水野会員 村田会員くお願いします。 炭谷会長、魏幹事一年間御世話になりました。 二木様、野城様宜しくお願いします。

炭谷会長はじめこの一年間ありがとうございました。次年度も、宜しくお願いします。 炭谷会長、魏幹事は岩倉会員

続く ページじめ理事・役員の皆様一年間ご苦労様でした。次期会長二木さん、 来期は、宜しくお願いします。野城幹事 3

回337
3Fホテル日航

最終例会2005.6.23
％出席 23/40 57.5

％5 月修正出席率 73.33

太田真佐代さんと田代真佐子さん
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例会だより 続き

地区新年度ニュース 地区の役員3710 ----
～ 新総裁（ガバナー）に邊抖煥2005 2006

法務士（ ）氏BYUN DOO HWAN
501-200 583lineA102-806住所 光州廣域市東區雲林洞

TEL 062-228-8828 FAX 062-225-6300
地区ガバナー事務所： 光州廣域市東區大仁洞501-812

番地 新坪会館 号320-12 510
TEL062-223-3710 223-3731 FAX062-223-3738
http://www.ri3710org E-mail ri3710@hanmail.net

友情交換委員長は 李庠根（ ）氏LEE Sang-Keun
1994-1995 town112-1004産婦人科医 前総裁 光州廣域市東區山水洞斗岩、 （ ）

TEL062-262-0055 FAX062--269-4722 E-mail:sklee1929@yahoo.com

（日）石川県地場産業振興センター地区ロータリー情報委員長・雑誌委員長会議 7/3
退会の原因はロータリー情報の不足がある。パソコン音痴に人に意外とこれまでロータリー
に貢献した人がいますのでアナログ情報もしっかりして欲しい。ロータリーの友の活用を工
夫してみんながしっかり活用して欲しい。その内、各クラブにアンケートをとりたい。等の
話がありました。 出席 吉田光穂会員、石丸幹夫会員）（

会 員 消 息
患者と病院 垣根低く★北山吉明会員：

金沢市此花町の北山吉明クリニックの待合室。院長のテノールに聴き入る
まちコン 待約 人は殆ど患者さんたち この院長みずからの歌声披露する50 。 「 （

は毎年 月と 月に開かれる。院長はバドミントンを中合室コンサート 」） 6 12
心にスポーツマンで スポーツ医学を専門としてきた。日本オリンピックの
公認スポーツドクター。 （読売新聞朝刊 より抜粋）------ 05.06.28
★谷伊津子会員のコンサート：

日時 月 日（日） 時ヘルシーライブでいい夜を！ 05 7 10 pm5
4F 12,000金沢ニューグランドホテル 金扇の間 ￥

点 鐘

会議出席の吉田光穂会員


