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理事会記録はホームページの会員の広場を見て下さいお知らせ
例会終了後は酒盞懇親会です。多くの出席を！（ ）※毎月第４週目の例会日 例会出れなかった人も

日 を日航ホテル 今年度は として開催します。ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞとしてのＩＭ（都市連合会）2/12( ) 当クラブがホストクラブ

１８名の新会員でクラブに活力が ひとりが一人を推薦
18会員増強を 全会員が最低一人の入会候補者を推薦 し 会長、幹事、増強委員会が熱心な訪問をして、年間

。 、 、名の新会員を得ることに成功しました 毎年 例会では増強については結構お願いしていましたが うまくいかず
今回はほんとうに会員一人一人が真剣になって、推薦してくだいましたの可能になりました 。。

ロータリーの友 田辺はまゆうＲＣ2005.8

旧ポールハリス邸をロータリーで保存しようカムリーバンク基金にご協力を！
ポールハリスは、ロータリークラブ創立後１９１２年に結婚してシカゴ郊外に家を購入した。死亡までの３５年

間の一生を過ごしたカムリー・バンク（旧ポールハリス邸の通称）が、スコットランド出身のジーン夫人の郷里と
環境がにていることから愛称された。多くのポールを慕うロータリアンが最近「ポール夫妻基金」を設立し、死後
人手に渡っていた旧宅を記念館として購入される。多少の借入金と運営費に日本のロータリーとしても、主旨に賛
同しクラブ単位でガバナー事務所をとおして献金する。
当クラブとして、２５日の例会に募金箱を回しますので
ご協力をお願いします。

例会後も親善の会合で楽しい夜を
毎週第４例会後はアルコール入りの準例会

例会はどちらかというと儀式的で会員同士がゆっく
り話し合える機会が少ないようです。 毎週第４例会後
はアルコール入りの準例会がありますので、どんどん参
加してお喋りをしましょう。夜 過ぎですから例会8:00
に間に会わなかった人も顔をだして下さい。メイキャッ
プ扱いとします。
懇親２次例会 ホテルイン ラズベリーにて14F
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会員消息
金沢「金沢おどり」 ～ 県立音楽堂邦楽ホールにて9/23 24

の芸妓さんは芸術家です。厳しい稽古をへて自信を持ってお
られます。金沢の経済界の方も長唄、小唄など習い事を一つ
でもして戴ければ金沢の伝統に活性化が進むとおもいます。

8/30杵屋六以満さん（木村陽子会員） 北国新聞朝刊
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例 会 予 定
「加賀の金工」江戸～明治まで 前田宏智8/25

会員
懇親２次例会 ホテルイン ラズベリー14F
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点 鐘
『それでこそローロータリーソング

タリー』
四つのテスト

カムリー・バンク（旧ポール会長挨拶
ハリス邸の通称）が、死後人手に渡っ
ていた旧宅を記念館として購入するた
めに献金します。本日の例会に募金箱
を回しますのでご協力をお願いします。 尚本日は第４例

。会ですので例会後親善のみ会があります。ご参加下さい。 なしヴィジター紹介
《 食 事 》

幹 事 報 告 ・ 委 員 会 報 告
ロータリーの友には３回投稿しました石丸幹夫 会報雑誌委員会と増強委員会：

がのりませんでした。内容は「ネパール 「南光州 とのマッチンググラント 「英」 」RC
RC語例会 です ロータリー友にかいてありましたが 増強について！田辺はまゆう」 。 、

は をお願いして会長始めしっかり訪問して勧誘し全会員に１名ずつの新会員の推薦
。たところ１年で 名も増えたとの事です。本クラブもよろしくお願いいたします18

次の例会はかなり話題で中国についてのお話しがあり竹田敬一郎社会奉仕委員長：
ます。ご家族の方、職場のかたも是非多数参加して下さい。

ニコニコＢＯＸ
の への募金額 ￥１１，９０９ をガバナー事務所8/25 カムリーバンク基金

へ送金しました（ニコニコＢＯＸとは別会計）
16 000 141,000 4,835,705￥ ， 本年度合計 ￥ 残高 ￥

(内ラオス支援金：￥ ， ）24 000
前田会員の卓話 加賀の金工 楽しみにしています。 坂口さん、岩倉さんのお二木会長 石丸会員

顔をみて嬉しく思いました。前田さんの卓話もお待ちしていました。 前田さんの金工の話北山会員

は、めったに聞けない貴重もので、今日は眠らないように気合いを入れて聞きます。本当に楽しみにして

います。 前田さんのお話楽しみにしています。 前田会員のお話楽しみにしてい金会員 木場会員

ます。 前田様、卓話楽しみにしています。 前田さんの卓話を楽しみにしていま西村会員 水野会員

す。 ９月１日（木）の魏さんの講演会では、身近な有効なお話が多く聞くことが出来ますの竹田会員

で、今からでも友人、知人、家族の追加申込みを受けます。来週月曜日までに事務局まで連絡をお待ちし

ています。

『加賀の金工』講話の時間 前田宏智（ひろとみ）会員
前田利家は京都の職人を金沢

の地に招きました。彼らはむし
ろ田舎と思われた遠い江戸より
金沢の方へ来たっがったそうで
す。刀の鞘の彫金師を京都から
呼んでいます。初代の宮崎寒雉
さんもそうです。金沢の細工所
は組織的に作られ、作品も大変
すぐれています。しかし封建制
がなくなり、素晴らしい作品も
明治になって、職人の仕事がな
くなりましたが 、輸出用の作品、

がつくられました。 時間延長での素晴らしい品のスライドの----
連続でしたが、残りは次の機会にさせていただきました。

。

点 鐘

回344
3Fホテル日航

2005.8.25
％出席率 19/4146.34
％7 月修正出席率 79.62

への募カムリーバンク基金
金をする二木会長

寒雉の江戸時代の釜 初代の宮崎寒雉

（ ）高橋介州作 県美術館長

刀のつば

鐙 家具の金具


