
- 1 -

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
9/28 10/19 18:00金沢 （ ） （ ）水 水

夜間例会 金沢ニューグランドホテル （月）地区大会に金沢東 10/24
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
（火）休会 川 海外例会中国（大連） ～ （木）休会みなと 白山石9/20 9/22 9/24 9/26 9/29
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金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku

・

例 会 予 定
ガバナー補佐 炭谷 亮一 様9/29

未定 前田宏智 「加賀友禅 」10/
未定 長谷川塑人先生10/
（合同例会）聖霊病院 大下 陸郎 院長10/20

4F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
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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
『我等の生業』ロータリーソング

四つのテスト
アメリカのハリケーン「カ会長挨拶

トリーナ」のお見舞いですが今「リ
タ」も来ていますので、まとめてす
る予定です。本日の講師の戸出サン
には金箔のお話をお願いしてありま
す。

特別ゲスト紹介（卓話者）戸(と)出(で)惣(そう)次(じ)郎(ろう)商店（株）戸出 恵美 様ヴィジター紹介
《 食 事 》

幹 事 報 告 ・ 委 員 会 報 告
野城勲幹事 厚木 のが来られましたが、コンサートの時間で例会は間に合わずRC

。バナーを置いて行かれました

ニコニコＢＯＸ
￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥ (内6,000 171,500 4,878,224
ラオス支援金：￥ ）41,000
二木会長 西村会戸出恵美様 金箔のお話楽しみにしています。

戸出様 卓話楽しみにしています。 吉田光穂会員 戸出様の卓員

話 楽しみにしています。

」講話の時間「金沢の箔について
戸(と)出(で)惣(そう)次(じ)郎(ろう)商店

（株）戸出恵美 様
講師紹介：前田会員 金箔は現在金沢が独占的産業です。金箔の魅

、 。力については感じ方がいろいろあり 今日は改めて感じてください

金箔そのものでは商品になれません。これは工芸品の材料です。 年初めて金沢で1593
作られました。そのためには高給で京都から職人を呼びました。江戸時代には金箔を
作るには許可がいりましたこれが明治に入り自由化されました。そのころは京都や江
戸で箔を作ることがなく、販売のみで、生産は金沢でした。ですから箔は京都で作ら
れているものと思っている人も多いようです。外国ではドイツに有りましたが第一次
大戦後はなくなりました。金沢では手うちから機械打ちに変化しています。

点 鐘

回348
5Fホテル日航

2005.9.22
％出席率 14/41 34.15

％8 月修正出席率 87.80

厚木 のバナーRC

95% 4.93%金合せ：金 銀

の合金を流型に流し定型

する。

延 べ 金 ： 圧 延 機 で

ミリの厚さにす1/100
る。

コッペの引入れ：圧延され

た延金を 角に切り澄打6cm
紙にはさんで打ちのばす。

渡し仕事：澄打紙は次第

に 大き く移 しかえ 約

角で ミリま23cm 1/1000
でのばす。

澄切り：仕上り澄 を約約

１１，２等分に切り仕込み

終わった箔打ち紙にハサミ

枚を袋革に包み１パッ1800
ク作る。

打ち前（箔打ち）革袋に

包まれたパックを箔打機

で３分間打ち、 分冷15
まし、数十回くり返して

１／１００００ミリに。

延ばす

箔移し：打ち上がり箔

を革板の上で竹枠で一

枚一枚裁断し、間紙に

挟んでは箔が仕上がる

箔押し：

素材の各

部分を漆

で針華麗

な箔製品

に仕上げ

る


