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10/20 F 19:00 21:00金沢北－金沢百万石 合同例会 ホテル日航４ ～

金沢北ＲＣから金沢百万石クラブが誕生して もう二木会長は８代目の会長である。もうすぐ１０周年大きく成
長する事を期待して

近郊RCの例会変更
金 沢ＲＣ 月 日（水）１８：００～ 夜間例会 金沢ニューグランドホテル11 16
金沢西ＲＣ 月 日（金）→ （木） ５ＲＣ合同例会に振替 グランドホテル松任11 18 11/17
みなとＲＣ 月 日（火）→ （木） ５ＲＣ合同例会に振替 グランドホテル松任11 22 11/17
白山ＲＣ 月 日（火）→ （木） ５ＲＣ合同夜間例会に振替11 15 11/17
野々市ＲＣ 月 日（水）１８：３０→１２：３０ ※時間変更11 2

月 日(水)→ （木）５ＲＣ合同例会に振11 16 11/17
替 グランドホテル松任

碧い大気
青い海 蒼い大地
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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

例 会 予 定
（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



- 2 -

点 鐘
『それでこそロータリー』ロータリーソング

四つのテスト

金会長挨拶
沢北クラブと
の合同のお月
見例会です。

大下陸郎（みちお）聖霊病院長ビジター

高畠菊丸 金沢北 会長乾杯 RC
本日は月見例会ですが、会場ではまだ２つ

の月が余計でていますね。

《食事＊＊和洋折衷コース》＊＊

ニコニコＢＯＸ
24,000 241,500￥ 本年度合計 ￥

残高 ￥ (内ラオス支援金：4,948,224
￥ ）57,000

金沢北ＲＣ 高畠会長、

百万石ＲＣの勝田幹事

皆様、こんばんは。本日

の合同例会楽しませて頂

金沢北ＲＣきます。

沢田先川口善樹会員

生のおかげで長年悩まさ

れていた持病がピタリと

止まりました。有り難う

二木会ございました。

北クラブの皆々様、ようこそお出で下長

さいました。今夜の宴（うたげ）お楽しみ頂

けたでしょうか？ 大下先生 卓話 有り難うございました。 金沢北ＲＣの皆さんようこそ。大下先生本日は、た野城幹事

のしい卓話有り難うございました。 北ロータリーの皆様、ようこそ。共にエンジョイできたらと思います。有り難う炭谷会員

ございました。 金沢北ロータリークラブとの合同例会を祝して。 本日の合同例会に北クラ木場会員 江守巧・道子会員

、 。 、 （ ） 。 、ブの方々 ようこそお出で下さいました １７日 ＷＨＯ ジュネーブ 新型インフルエンザが人間で大流行すると断言 多分

東南アジアのどこかが発生源となるであろう。全世界で７４００万人が死亡！ 皆さん、こんばんは。合同月見例魏幹事

会を楽しみにしてきました。皆さん「ツキばなし」でいきましょう。 お月見合同例会がとても楽しい会になりまし村田会員

た。 北ロータリの皆様、ようこそお出で下さいました。西村会員

『たのしいお酒』講話の時間
大下陸郎（みちお）聖霊病院長

※卓話者のご紹介 金沢北ＲＣ 川面(かわつら)正雄氏

お酒を飲むと結局、無礼講になってしまい
ます。日本人は世界的にお酒が飲めない国
民です。民族的には 中国、韓国、日本、
インデアンはアルコールに弱い。適度な酒
とは 毎日 夫婦で一合でビールなら中瓶一本です。
適度のお酒は性欲もましますが、飲み過ぎると射精時間も延び、 恐怖心が亡くなり、性
病にも大胆になってしまいます。アルコール摂取で女性は頻尿になり、性生活にはよろし
くありませんし、また飲み過ぎると男性よりアルコール症になりやすいのです。適度に飲

、 。 、 。んで 男女仲良く楽しい生活をして下さい 食後の酒はカロリーが増え まずくなります
。 、 、 、 、 。悪酔いしない酒は蒸留酒です 悪酔いには柿ジュース 牛乳 水 果物など チャンポンは結局飲み過ぎですね

顔が赤くなるのはアセトアルデヒドのせいです。其れを分解出来ない性質の人です。 肝臓が強いからお酒に酔わ
点 鐘ないのでなく、アセトアルデヒド分解の遺伝子が有るだけの理由です。

お月見合同例会352 回
5Fホテル日航

北 名2005.10.20 RC 31
21/41 51.22%出席率

％8 月修正出席率 87.80
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地区大会に韓国 地区から４名が来訪2610 3710
李庠根友情交換委員長（パストガ邉斗煥(Byun Doo Hwan)3710地区総裁（東光州ＲＣ） 李貞侖夫人、

前会報の高在植は間違いバナー （南光州ＲＣ 、） ） 高在承総裁補佐（新安智島ＲＣ）の４名です。 訂正：

小松空港から山代温泉松籟荘へ途中 寺前地区10/21（金）
雑誌情報委員長のお世話で九谷焼き実演を見学した。野城勲
幹事、石丸夫人、木村夫人がお出迎えと同行

は石丸会員と宋有宰氏の案内で東尋坊と永平寺10/22（土）
を見学の後 湯の国天翔の 会長晩餐会に出席 松籟荘泊RI
まり。

加賀文化会館の地区大会に出席、午後は金沂秀10/23（日）
会員の案内で金沢東茶屋街など見学、ホテルイン金沢の金沢
金沢百万石ＲＣの歓迎会に出席し、同ホテル宿泊。

午前は卯辰山工芸工房をみて午後小松空港に10/24（月）

３７１０地区大会にご参加を
地区と 地区（韓国光州）は姉妹地区として昨年 光州市にて金成信ガバナーと近藤俊行ガバ2610 3710 2004.10.10

ナーが出席にて調印しましたが、其の事業の一つとして地区大会への相互訪問があります。 地区の地区大会は3710
来年 。出席希望の至急に事務局まで申し込んでください。2006.4.29 30（土 、 （日）で連休です）

『ちょっと気になる韓国』～アジア通貨危機時から現在までの韓国経済～第二回 講 演 会 のご案内
会員、ご家族、職場の知人など多くの参加を宜しくお願い致します。 社会奉仕委員長 竹田 敬一郎

日 時 ２００５年１１月１７日（木） ～ （例会日）19:00 21:00
場 所 ホテル日航金沢 ４Ｆ 鶴の間
会 費 ２，０００円（食事付き） ※当日ご持参下さい。
内 容 第１部 講演会 駐新潟大韓民国総領事 金(キム) 光(カン)圭(キュ) 氏

（土）東尋坊は雨と強風でした。10/22

（土） 雨の中の永平寺にて10/22

（日）夕 ホテルイン金沢での金沢金沢百万石ロータリークラブの歓迎会10/23
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２００５－２００６年度 2610地区地区大会 10/22～23 加賀文化会館

今年は国際ロータリー第二世紀第一頁の歴史を刻む記念すべき年であります。
この節目の年の地区大会にご出席頂いた同志ロータリアンの皆様を心より歓迎申し
上げます。今年度当初、ロータリー第二世紀に踏み出すに当って、ロータリーの原
点に帰って基本を見直し又ロータリー百年の歴史に学んで、これからのあるべき姿
を求めて行きたいと誓いました。この地区大会も、如何にしたらロータリー精神の
振興により有効か、つまり、出来るだけ多くの人に出席して貰い、より大きい感激
を持って帰って貰えるか、と云う事を考えました。大会の目玉である講演の演者に
は前々から心中密かに希求しておりました方々
にお願い出来ました。大会直前に別メニューで
行われる指導者育成セミナーも内容を充実した
ものにし、又出席者が例年より少し多くなるよ
うにして貰いました。 会長代理ご夫妻歓迎晩Rl
餐会も出席者資格を緩めて希望者は参加し易くな
りました。大会の夕べを見直して、それに相当す

るものを午後の時間帯にして夕方には総て終わる様にして気楽に出席しやすい
、 。ものにするなど 全体として楽しさと感激のあるものにする事を心がけました

ホストクラブ、そして実行委員長以下関係者の並々ならぬ情熱と努力によっ
て舞台設定は整いました。後は、どれだけ感銘を受けて貰えたか、どれだけ友
情を深めて貰えたか、どれだけロータリーを論じてもらえたか等、良い結果
の出る事を祈っています。

感想：今年の地区大会はしっかりし
た画像で 伝達したい事項を明確に
していた。菊知ガバナーのスピーチ
も核心事項をもれなく述べられた。
只会場が広く、登録の割合には出席,
者が少ない様に見えた。
金沢百万石クラブからの出席者は相

、 、変わらず少なく 炭谷ガバナー補佐
二木会長、野城幹事、江守巧エレク
ト 江守道子会員、石丸会報委員長
などで 委員長や新会員の出席が殆
どなかった事は残念でした。その内
必ず地区大会を主催しなければなら
ない年が来るのですから、よく見て
欲しいとおもいます。来年からは誘
い合って 一緒に参加したいもので

10/21 22す （来年は 小矢部市で。 ～
ですので手帳に控えて先約予定でお
願いします ）。

菊知龍雄ガバナー

邉斗煥3710地区総裁

天野 肇 国際ロータリー会長代理の挨拶


