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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

。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10/21 RC
数名です。是非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。

(Byun Doo Hwan)3710地区総裁邉 斗 煥

米山奨学生のソバナさんが留学生文学賞 年度優秀賞に2005
（朝日新聞 朝刊）ニッポン人・脈・記より2005. 9/29

の作品の中で優秀賞83
が２人、奨励賞が６人で
あった。

19:00会員消息 北山吉明会員から 月 県立音楽堂 邦楽ホールそのハーモニーは海をこえて 10/17（ ）
円 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1,500

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Ulla Weller
す。 多く方のご来場お願い致しま
す。

梯 剛之（かけはし東海林也令子会員から
リサイタル 完全に失明のたけし）ピアノ

なかでピアのを始め多くの世界的コンクール
で優勝や入賞を果たした。都民文化栄誉賞、

10/22毎日文化賞受賞。ウイーン在住
18:00 ¥5,000 ¥4,000 ¥3,000県立音楽堂

碧い大気
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例 会 予 定
前田宏智 「加賀友禅 」10/6
長谷川塑人先生「ロータリー精神」10/13

（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

西村邦雄会員「アスベストについて」10/27
駐新潟大韓民国総領事 金光圭氏11/17
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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
特別ゲスト紹介（卓話者）国会長挨拶

際ロータリー 地区 石川第一分2610
区Ｂガバナー補佐 炭谷亮一 様

《 食 事 》

幹 事 報 告 ・ 委 員 会 報 告
本日は第４例会ですので、終了後は親睦会があります。参加して下さい。メイキ西村邦雄会員：

ャップとなります。
本日例会後 の実行委員会をします。野城勲幹事： IM

￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥ (内ラニコニコＢＯＸ 16,000 187,500 4,894,224
オス支援金：￥ ）41,000

ガバナー補佐２６１０地区石川Ｄａｉｉｔｉ分区Ｂ 炭谷さんの卓話を楽しみにしていま二木会長

す。 今回で３回目の卓話になります。元気の出る話をします。 炭谷ガ炭谷会員 石丸会員

バナー補佐のご活躍をこれからもお願いします。 ソバナさんが、新聞によると留学生文学の最優

秀賞とか・・・・ 先週、夫と共に末娘の留学しているニューヨークへ行っ江守巧・道子会員

て来ました。ニューヨーク近大美術館とアメリカ自然博物館、そしてブロードウエーでミュージカル

「ライオンキング」の舞台を観て感動してきました。気分を新たに又、頑張りたいと思います。

炭谷ガバナー補佐の卓話楽しみにしています。ロンドンへ１０日程行っておりました。木場会員

炭谷先生のお話楽しみにしております。木場さんお帰りなさい。宮永さん、テレビ齋木会員

見ました。 炭谷先生、卓話を楽しみにしています。 娘に代わってベ西村会員 宮永会員

村田ルギーのクラブバナーを自賛しました。秋の娘の作品展のパンフレットも持参しました。本日はしっかり親バカです。

炭谷さん、今後も宜しくお願いします。お身体に気を付けて頑張ってください。会員

国際ロータリー 地区石川第一分区Ｂガバナー補佐 炭谷亮一 様講話の時間 「人生いろいろ」 2610

確かに人生いろいろですが、そんなに変わっていません。しかし全く違った人もいます。
高校時代の友人ですが、東京で呉服屋をしていました。ある日、電話したら図書館にいまし
た。英語の勉強中だそうでした。其れも経営学です。彼は 才の時大学受験に失敗し、七18
尾の運送屋のあとをつぎましたが、昼働いて、夜は酒を飲んでいましたが、通信教育の大学
にすすみ、東京でスクリーニング中に結婚しました。夫人は奄美大島の人で大島紬を売るこ
とにしまして、其れがうまくいき、 才で東京に家を買いました。 才で荻窪にビルを作28 30

200 300り、不動産で儲ける様になりました。うまくバブルもきりぬけ、不動産収入が月 ～
万円はいるそうです。本年３月レポートと論文で米国の大学を卒業し、今度はヨーロッパへ
行くとの事です。しかも自転車です。 にアムステルダムを出発するとか。 才ですの4/10 55

に、すごいと思いました。私の方が彼より英語会話もうまいと思っていますが、会話の駄目な彼でしたが、結構、
英語は読むようで英字新聞なんか読んでいました。私はガックリです。
良くない人生例： 私は学生時代テニス部にいて林という学生と試合をしました。定石通りの真面目な試合運びで
した。其れがあのオーム真理教の林でした。

点 鐘
9/29 20:00 20:40ＩＭ実行委員会 ～

出席者： 木場紀子 宮永満祐美 野城勲
二木秀樹 炭谷亮一 北山吉明 岩倉舟伊智 石丸幹夫 相

川晶代

実行委員長には岩倉舟伊智会員、司会は北山吉明会員と宮永満
祐美会員があたり、分区の責任者は炭谷亮一ガバナー補佐であ
る。
主催が金沢百万石ＲＣなので、全会員参加で責任者です。

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

近郊RCの例会変更
10/24 10/20 19:00 10/3 18:30金沢東 金沢北 香林坊（月）地区大会に振替 （木） お月見合同例会 ホテル日航金沢 （月）

観月会 金城楼 （月）休会10/24

回349
5Fホテル日航

2005.9.29
19/41 46.34%出席率

％8 月修正出席率 87.80


