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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

記
金沢北・金沢百万石の合同お月見例会のご案内

（木） から ホテル日航 鶴の間10/20 19:00 4F
10,000 10/13講師 大下陸郎（みちお）聖霊病院院長 会費 お一人 円 締め切り

３７１０地区（韓国）地区大会への参加について
拝啓 初秋の候、毎々ロータリー活動にご尽力頂きまして誠に有難うございます。

さて、昨年地区間で姉妹提携を致しました韓国第３７１０地区の地区大会が光州市で４／ ～４／ に行われま29 30
す。当地区としてガバナー夫妻をはじめ参加を予定致しておりますが、韓国との友好提携をされているクラブや地
区内メンバーのご参加を是非お願いしたいと思っております。

日本ではゴールデンウィークの期間中ということもあり、航空券の予約を早くしなければならないとのことです
ので、下記の要領で取り急ぎご連絡申し上げます。
３７１０地区 地区大会 光州市

４月２９日（祝） ＲＩ会長代理晩餐会（無等パークホテル）
４月３０日（日） 大会（全南大学・大講堂）
参加者ご氏名（フリガナ 、生年月日を添えてお申し込み下さい。）

小松発着で予定致しております。４／ （金）～５／ （月）28 1
※ まだまだ先の予定ですが、航空券の予約のため早くなります事、お許し下さい。但し、取り消し、変更等は

９月３０日迄にお願い致します。出来ます。申し込み期日 ：
地区幹事 中川 幸一

。2610 3710地区大会に韓国 地区から来訪されます
（金）小松空港１４：０５です。 辺ガバナー夫妻、南光州 の李庠根友情交換委員長他 数名です。是非10/21 RC

お出迎えお願いいたします。 地区大会にも参加され、歓迎してください。

そのハーモニーは海をこえて （月）県立音楽堂 邦楽ホール会員消息 北山吉明会員から 10/17
金沢リハビリテーションアカデミーとドイツの北西部の街 オ

スナブリュックの作業療法のボルカースクールとの姉妹提携交流
事業の一つとして、当地出身のソプラノ歌手の さんUlla Weller
と北山吉明会員による日独チャリティコンサートです。多く方の
ご来場お願い致します。
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(役員 二木秀樹 （役員 江守巧理事・役員 会長 ： 会長ｲﾚｸﾄ ：） ）
（役員 （役員 野城勲副会長 ： 幹事 ：） ）北山吉明 宮永満祐美

池田裕之 吉田光穂副幹事： 会計： 直前会長： クラブ奉仕委員長：水野陽子 金沂秀 炭谷亮一
村田祐一 斎木妙子 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：：竹田敬一郎

吉田昭生 谷伊津子 北山吉明監査： 例会： ： 情報： 広報：SAA RC金沂秀 東海林也令子
石丸幹夫 炭谷亮一 木場紀子 （木村幸生）会報： 増強拡大： 修練選考： 企画：前田宏智
東山卓嗣 市島明子 大沼俊昭親睦： 友好：（木村陽子） 江守道子R 財団及び米山委員長： 地域発展：

相川晶代(事務局)
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

例 会 予 定
マハラニ・イカ・マウリタさん（米山奨学生）9/15
戸出惣次郎商店（株）戸出恵美様9/22

「金沢の箔について」
4F10/20 金沢北・百万石合同例会 日航
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点 鐘
『我等の生業』ロータリーソング

四つのテスト
米国のニューオルリーンズ会長挨拶

の風水害はたいへんでしたが、金沢
の台風被害はなくてよかったとおも
います。

白山石川ＲＣ 福ヴィジター紹介
田会員 金沢西ＲＣ 中山芳男会員

１名４日生まれ 吉田 光穂（みつほ）会員９月誕生者の紹介
７カ年 谷 伊津子会員皆出席 顕彰勤続皆出席

《 食 事 》

幹 事 報 告 ・ 委 員 会 報 告
の地区大会にはもっと参加して下さい。百万石Ｒ野城勲幹事：10/21,22

Ｃでは少なくとも 名の参加をガバナーに要請され15

※ラオスＣＬＣ建設支援ニコニコＢＯＸ
￥ ， 本年度合計 ￥ 残高 ￥ (内ラオス支17 000 158,000 4,852,705
援金：￥ ）41,000
白山石川ＲＣ 福田裕様 二木久しぶりです。おじゃまします。５年ぶり位かな？

前田会員のパートⅡ 加賀の金工楽しみにしています。 少しず会長 江守巧会員

つですが、涼しくなってきました。本日は、１人で来ました。 ８月一杯夏休みしていました。木村陽子会員

今日から又、出直します。台風の被害があまりなくて良かったですね。 前田さん、卓話楽しみ西村会員

にしています。

前田宏智（ひろとみ）会員講話の時間『加賀の金工』

鎧甲でも加賀藩の変わり甲は有
名です。 必要がなくなった甲
冑技術は明治に入り万国博覧会
で活躍しています。
－－－－－－－－－－－－－
現在復元不可能な金属工芸技

術もあり、金属の固まりを手作
業でのばし、完成させた昔のす
ばらしい作品を数多く紹介され
た。

点 鐘

回346
5Fホテル日航

2005.9.8
％出席率 20/41 48.78
％8 月修正出席率 87.80

皆出席７カ年
谷伊津子会員

前田宏智会員の工房

加賀藩の変わり甲

金属塊を手作業で


