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ロータリー財団協力
優秀クラブ賞を

地区大会にて

会員一人宛年間（ ～ ）2005.1.1 2005.6.30
寄付学 ドル以上）のクラブに対する賞150
です。地区では が受賞しました。29RC

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

に振替 グランドホテル松任

（火）→ （木） ５ＲＣ合同夜間例会に振替白山 RC 11/5 11/17

金8RC新年合同例会について
今回は登録された方にのみ会費を頂くことに致しました。
ご出席でご返信頂いた方にはお席の準備の都合上、当日必
ずご出席下さいますようお願い申し上げます。

平成 年 月 日（水）午後 時～日 時 ： 18 1 18 6
場 所 ： ホテル日航金沢 「鶴の間」4F

当日のご出欠を までにご返信下さい。会 費 ： 円6,000 11/25

第52回日本伝統工芸展金沢展10/28̃11/6
染織： の友禅訪問着「謳う 、漆芸： の平水野会員 市島会員」
紋色紙箱「彩流 、金工： の赤銅四分一打出象嵌花」 前田会員
器等の素晴らしい作品が出品されました。

碧い大気
青い海 蒼い大地

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku
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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

邉斗煥総裁ご夫妻とバッジ
（訪日記念にいただきまし

た。

例 会 予 定
金沢卯辰山工芸工房研究員（韓国留学生）11/10
キム ギレさん

駐新潟大韓民国総領事 金光圭氏11/17
バジュラチャリャ・ソバナさん11/24
宮本薫子会員12/1
年次総会およびクラブフォーラム12/8
年忘れ例会12/15

休会12/22,29
救急医療シンポジュウム1/12
（水）８ＲＣ新年合同例会に振替で休会1/19 18
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点 鐘
ロータリーソング

『手に手つないで』
四つのテスト

地区大会への出席会長挨拶
ご苦労様でした。小松空港へ行

きまして、韓国の邉斗煥ガバナー
にネクタイとバッジをいただきま
した。また 地区大会ではＲ財団

協力優秀クラブ賞をうけました。ネクタイはスエーデンの国旗の色です。
お知らせ

セミナーの案内です。買う気にさせる「営業心理学」ご用聞き営業からの脱却！ というテーマ石丸幹夫会員：
で講師は鈴木丈織（じょうじ）氏です。東大出の心理学博士です。 紹介は篠原淳氏でクラブ候補者なので行って

あげて下さい。 （火） ～ で、場所は ビジネスプラザ武蔵で名鉄エムザ隣のス11/15 13:00 17:00 IT
タジオ通り側です。石丸幹夫まで

①原田智子バイオリンリサイタル（ピアノ田中美千子 、北山吉明会員： ）
（水）金沢市民アートホール です。12/7 19:00 ¥3000

②金子オワシス代表からですが、島崎貢の「手取川物語」白山の水を加賀平野
に と題して白山市誕生記念演劇公演があります。七ケ用水の父 枝権兵衛伝で

11/20 11/23 14:00 ¥3000す 日 鶴来クレイン 祝 松任文化会館で 前売り。 （ ） 、 （ ）
当日 です。よろしくお願いします。¥3500

《 食 事 》
ニコニコＢＯＸ

￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥ (内ラオス支援金：￥ ）9,000 250,500 4,957,224 57,000
地区大会出席の皆々様、ご苦労様でした。韓国の方々のお世話、感謝します。西村会員のアスベス二木会長

トのお話よろしく。 地区大会に出席された皆さん、大変ご苦労さまでした。また、韓国光州３野城幹事

７１０地区ガバナー他３名のお世話をして頂き本当にありがとうございました。 先日の地区大江守巧会員

会、南光州ＲＣとの交歓会への御出席御苦労様でした。 中国旅行にうちの職員がお世話になりま石丸会員

した。魏さん、ありがとうございました。 皆様、こんばんは。お陰様で古里への美食の旅が無事魏会員

にご案内させて頂きました。吉田先生、炭谷先生にお世話になりました。木村さん、どうも有り難うございま

した。 西村会員の卓話、楽しみにしています。水野会員

委員会報告
11/17 19:00社会奉仕委員会 土田初子副委員長： 竹田敬一郎委員長に代わりお知らせです。 （木)

～ は韓国総領事を迎えての例会です。会員の他 家族を入れて多数出席して下さい。21:00
（日）卯辰山工芸工房祭です。前田宏智会員はそばを打ってますので、是非北山広報委員長：10/30

行って下さい。

講 話 の 時 間
西村 邦雄 会員 （内科医）『アスベストについて』

本邦でアスベスト原因で死亡した人が 人です。昨年には悪性中皮腫で死亡した人が848
石川県にも有り、此の早期治療を可能にするのは健診しか有りません。石綿は酸やアルカ
リに耐性の珪酸塩です。これまで防音断熱に優れていましたので、使用されたことがあり
ます。細い線維からなり肺まで入るとチクチク刺激します。アスベストには６種類の者が
知られています。一番たくさん使用されているのが白石綿（クリソタイル）でやわらかく
白いアスベストです。蛇紋石系アスベストともいいます。他 角閃石
系のアスベストは青石綿（クロシドライト）と茶石綿（アモサイト）
です。直線性の細い繊維で 蛇紋石系よりも発ガン性が高いといわれ
ています。石綿が原因で起こる病気は石綿肺、肺がん、悪性中皮腫で
す。 特に中皮腫の潜伏期は 年と言われています。吸い込まれ20~50
たアスベストは大量ですと排出出来ず、肺内に蓄積されます。心配な
方は胸部レントゲン検査をおすすめします。－－－－－－－

石綿の使用は禁止されていて 昭和 年以降の建築は大丈夫です。岩倉舟伊智会員： 55
点 鐘

『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
～ （例会日）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11/17 19:00 21:00

ホテル日航金沢 ４Ｆ 鶴の間 円2000

回353
5Fホテル日航

2005.10.20
22/41 53.66%出席率

％8 月修正出席率 87.80

原田智子さん


