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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
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たします。
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）※ まだまだ先の予定です28 1
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、変更等は出来ます。申し込み期日 ：

地区幹事 中川 幸一９月３０日迄にお願い致します。

。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会 員 消 息 北山吉明会員から

円10/17（月）県立音楽堂 邦楽ホール 19:00 1,500
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Ulla Weller
く方のご来場お願い致します。

近郊 の例会変更RC
（ ） （ ） （ ）金沢 金沢東9/28 10/19 18:00 10/24水 水 夜間例会 金沢ニューグランドホテル 月

地区大会に振替 （金） 観月例会 和田屋金沢西 9/16 18:00
（火）休会 （火） 観月会 つば甚金沢南 9/20 10/18 18:30
（木） お月見合同例会 ホテル日航金沢金沢北 10/20 19:00
（月） 観月会 金城楼 （月）休会香林坊 10/3 18:30 10/24

9/20 9/22 9/24みなと 白山石（ ） （ ）火 休会 川 海外例会中国 大連

～ （木）休会9/26 9/29
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金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku

・

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

北山会員 と さんUllaWeller

ピョンドファンガバナー

2005～2006
(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
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点 鐘
『 』ロータリーソング 我等の生業

四つのテスト
（ ）会長挨拶 特別ゲスト紹介 卓話者

香林坊ＲＣ 米山奨学生 マハラニ
・イカ・マウリタさん ベルギー
交換学生 宮永 春香さん

金沢香林坊Ｒヴィジター紹介
Ｃ（米山奨学生カウンセラー）中川

可能作 会員 金沢香林坊ＲＣ 小幡 謙二 会員 八田 稔 会員
金沢西ＲＣ 新谷 鎮夫会員

《 食 事 》
宮永 春香さん（宮永満祐美会員） ホームステイ生活は充実していベルギー交換留学報告：

ました。普通には得られない体験でした。言葉が通じなくて人と人との絆ができました。再び行き
たいです。有難うございました。 （ベルギー アントワープ郊外 ハンスドックへ）

幹 事 報 告 ・ 委 員 会 報 告
～ に加賀市で開催されますが、韓国光州か石丸幹夫会員： ①韓国のゲストのお迎えを 本年の地区大会 10/22 23

ら来られます。 （金）小松空港 です 、出来るだけ多数お迎えをお願いします。10/21 14:05 。
そ②申し込みをはやく また の韓国 は ～ です。都合のつく方ごはご出席下さい。来年 地区の地区大会3710 4/29 30

の頃はゴールデンウイークに入りますので飛行機が大変混雑します。 月中に申し込んで下さい。9

Matching江守道子会員： Ｒ財団地区セミナーに出席しました。
といいまして複数の が共同で世界社会奉仕をします。こGlant RC

れもどんどん経験したら良いとおもいます。
また 使って下さい。RotaryMasterCard を

特典１ ショッピングご利用額の一部が財団寄付になりますが会
員の負担は全く有りません。特典２ カード年会費の一部も財団寄

5,000付となり、財団プログラム活用されます。特典３ 海外旅行傷害保険最高￥
万円が自動的に付帯されます。 など

ニコニコＢＯＸ
￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥ (内ラオス支援金：￥ ）10,500 177,500 4,872,224 41,000

独立６０年と戦後６０年、日本とインドネシアは真の友人です。金沢との架け香林坊ＲＣ 小幡会員

橋になって下さい （石川インドネシア友好協会事務局長） マハラニ・イカ・マウリタさ。 二木会長

んをお迎えして。 ガバナー補佐の役目もほとんど終わりです。とっても幸せです。炭谷会員

マハラニ・イカさん、お休みしないで踊りのお稽古に来てください。宮永さん、お帰りな齋木会員

さい。楽しかったですか？ マハラニさん、頑張って勉強し日本を楽しんでください。村田会員

娘の春香が帰ってきました。日本に着いた途端、作品作りなどで飛び回っています。有宮永会員

り難うございました。

香林坊ＲＣ 米山奨学生 マハラニ・イカ・マウリタさん講話の時間 「ジョグジャカルタ文化の町」
生北陸先端技術大学院大学 修士課程２年Maharani,Ika M. 1981.12.27

生まれはジャワ島、ボルネオ島にて育つが高校はジョグジャカルタへ そこはジャカルタ
に次ぐ最小州で人口は約 万 ジョグジャカルタは 年に国が誕生し、 年600 1755 1945です。
にインドネシアの独立宣言がありましたが、ここが臨時インドネシア首都
でした。学生の街として全国から学生が集まり、教育の質が良いところで
す。学生運動も盛んです。ジャワ最古のカジャ・マダ大学があり 学部18
があります。昔からのジャワ文化の中心地で、貴族の街です。伝統芸能と
して、印象的で感動的なワヤン・クリットという影人形劇、日本
舞踊ににたジャワ舞踊、バティックというろうけつ染めがあります。

点 鐘

回347
5Fホテル日航

2005.9.15
％出席率 20/4148.78
％8 月修正出席率 87.80

バティック

バティックのスカート

ワヤン・クリットカジャ・マダ大学ジャワ舞踊


