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ＩＭ（都市連合会）開催のご案内
第 地区石川第一分区 ＩＭ（都市連合会）を金沢百万石ロータリークラブをホストとして、下記の通り合2610

同例会も併せて開催します。 全員出席でお願いします。
12 30１．日 時 ２００６年２月１２日（日） 登録受付 ：

13 00 1 3 : 2 0 1 3 : 4 0 1 4 : 5 0合同例会 開会点鐘 ： 式典 本会議 第Ⅰ部 第Ⅱ部
． 「 」懇親会 開 会 ： 閉会 ： ２ 場 所 ホテル日航金沢 主会場４Ｆ 鶴の間16 45 18 00

懇親会場 ４Ｆ
３．登録料 １名につき 円 ４．クラブ負担金 １クラブにつき 円5,000 40,000

合同例会】 ＳＡＡ 金 沂秀（金沢百万石ＲＣ）【
１３：００ 開会 点鐘 分区Ａｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 高本昭二
ロータリーソング「奉仕の理想」 開会・歓迎の挨拶及び
特別出席者の紹介 金沢百万石ＲＣ会長 二木秀樹 ニコ
ニコメッセージの紹介 谷 伊津子（金沢百万石ＲＣ）
【式 典】 司 会 金 沂秀（金沢百万石ＲＣ）
１３：２０ 開会宣言 実行委員長 岩倉 舟伊智

国 歌 「君が代」斉唱 開会挨拶 分区Ｂｶﾞ
ﾊﾞﾅｰ補佐 炭谷 亮一
１３：２５ ガバナー挨拶 国際ﾛｰﾀﾘｰ第 地2610
区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 菊知 龍雄 以上
第一分区ガバナー補佐 高本昭二 炭谷亮一 金沢百万
石ＲＣ会長 二木秀樹 ＩＭ実行委員長 岩倉舟伊智

理事・役員会の開催 １８年 １月１２日（木）

360回新年例会は二胡演奏で家族会を 演奏 李彩霞（りさいか）さん
二胡の構造ですが、本体部分は木製で

長い棹（琴杆）の下に共鳴胴（琴筒）
があり、琴杆にそって金属製の弦が２
本張ってあります。２本の弦の間には
馬のしっぽの毛でできた弓がはさみこ
んであり、弓で手前の弦（内弦）と向
こう側の弦（外弦）をこすって音を出
します （内弦と外弦を同時にこするこ。
とはできない ）音が大きくきれいに響。
くように琴筒にはニシキヘビの皮が張

。 、ってあります などの楽器の説明の後
島の唄、出船他、素晴らしい音色の演奏がありました。

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
二胡の演奏 李 采霞さん1/12

18 8RC 18:001/ （水） 新年合同例会ホテル日航
休会1/19

1/20 19:00（金）特別新年会 招龍亭
救急医療のシンポジューム（ドクター会員）1/26
メイクアウイッシュオブジャパンより活動報2/2

告 ～中谷ちひろさんの体験のお話～
「 」2/9 川 きみよ様 人に対する心配りについて

休会2/16
－－－－2/26
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点 鐘
『それでこロータリーソング

そロータリー』
四つのテスト

あけましておめでと会長挨拶
うございます。雪も沢山ふり、暖
冬ならず、寒冬ですね。今日の特
別ゲストは二胡奏者 李彩霞さん
です。また今月のお誕生の会員は

８人もいます。 二胡奏者 李彩霞（りさいか）様特別ゲスト紹介
石丸恭子夫人、北山真美夫人、松原純子さん（東海林会員ご同伴 、加納裕之さゲスト・家族紹介 ）

ん（土田会員御同伴 、村田順子夫人）
熊本東南ＲＣ 古庄（ふるしょう）浩二 君 金沢北ＲＣ 奥田久雄 君ヴィジター紹介

加藤清正のの熊本城です。築城 年で復元中です。お城の近くで水曜日が例古庄浩二氏の挨拶： 400
会ですので、是非お立ち寄り下さい。仕事の都合で宮本薫子さんと一緒にきました。

８名今月の誕生者の紹介
１日 浅田明晴（あきはる）会員 ２日 二木秀樹会員 ７日 石丸幹夫会員 ２０日 宮本薫子（かおる

こ）会員 ２１日 下村義明 名誉会員 ２７日 大平政樹会員 ３１日 谷 伊津子会員

《 》食 事

：ロータリーの新年会１名欠員ができま幹事・委員長報告幹事報告 野城勲幹事
した。誰か代わって出席して下さい。 １月 日（金） から三竹屋の後に魏賢20 19:00
任会員がオープンした招龍亭でクラブの新年会をいたします。多数ご参加を！
江守道子会員が 万円追加され、総計 万円の米山奨学会特別寄付マルチプル功10 80

解説 特別寄付は任意のご寄付で労者になられました。お礼もうしあげます。 （
す。金額の制限はありません。免税の領収証は、年間寄付１万円から自動的に発行します ）。

先日お願いした障害者の支援と青少年育成のパイロットクラブに当 から８江守道子ロータリー財団委員長： RC
名の方が入会してくださいました。有難うございました。

29,000 367,500 5,104,774ニコニコＢＯＸ￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥
金沢北ＲＣ 奥田会員 二木会長二木会長をはじめ百万石ＲＣの皆様、今年も宜しくお願い致します。

野城幹事明けましてお目出とう御座居ます。本年もよろしく。百万石の飛躍の年になりますように。

あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致します。炭谷会員 あけましておめでとう

石丸会員 江守巧・道ございます。 新年おめでとうございます。又、宜しくお願い申し上げます。

。 、 「 」子会員 明けましておめでとうございます １２月１８日 国際民間ボランテイア団体 パイロットクラブ

が発足しました。主に脳の高次機能障害の方々への支援と青少年の健全育成の活動を主に行っています。当ク

北ラブも 会長をはじめ８人入会して頂きました。会員の皆様には今後お世話になると思いますが、宜しくお願い致します。

山会員 木村陽子会新年 あけましておめでとうございます。素敵な年になりますよう。李 彩霞さんの演奏楽しみです。

新年あけましておめでとうございます。大雪も一段落しました。良かったです。北海道での初日の出とてもきれいでした。員

今年もよろしく御願い致します。 皆さん、新年好！（シンネンハウ） あけましておめでとうございます。今年魏 会員

もどうぞ宜しくお願いします。李彩霞先生の二胡の生演奏を楽しみにしております。 今年もよろしくお願いいた齋木会員

します。 明けましておめでとうございます。今年最初の例会の司会を金会員の代わりにさせて頂いております。久谷 会員

。 、 。 。しぶりですが最後まで宜しくお願いします 昨年からまた コンサートを再開しました 今年も良い歌を歌うようがんばります

昨年、韓国語能力検定試験５．４級両方合格しました。通訳？にお役に立つよう努力します。 新年あけましてお土田会員

めでとうございます。２００６年、本年も良い年でありますように、心よりお祈り申し上げます。 あけましておめ水野会員

でとうございます。今年もよろしくお願いします。 皆様今年も宜しくお願い致します。増々楽しいクラブになり村田会員

ますように皆で力を合わせましょう。 皆さん、新年お目出とう御座居ます。月並みですが今年も何卒宜しくお願い宮崎会員

します。

二胡奏者 李彩霞さん講話の時間
紹介（北山吉明副会長）李彩霞さんは中国の内モンゴル出身で当地の芸術師範大学芸術科を出られ、 年に金沢1996

点鐘大学に来られました。いまでは 名のお弟子さんを抱えご活躍中です。 （ ページに詳細）100 1

回360
3Fホテル日航

2001.1.12
27/39 69.23%出席率

％12 月修正出席率 84.43

!!１月の誕生者は多く会員の20％である。 Happy Birthday

古庄浩二氏

米山功労者 の
江守道子会員


