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－ 年度『ロータリーの友』表紙の写真募集 期日 年 月 日 事務局まで2006 07 2006 4 30
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
会員集合 １０：３０ ※ロータリーバッチ、例会用名札をお忘れ無く同例会も併せて開催します。

12 30１．日 時 ２００６年２月１２日（日） 登録受付 ：
２．場 所 ホテル日航金沢 主会場４Ｆ 「鶴の間」 懇親会場 ４Ｆ

合同例会】 ＳＡＡ 金 沂秀（金沢百万石ＲＣ） １３：００ 開会 点鐘 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 高本昭二【
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）閉会点鐘 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 高本昭二 【式 典】 司 会 金 沂秀（金沢百万石ＲＣ
１３：２０ 開会点鐘 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 炭谷 亮一 開会宣言 実行委員長 岩倉 舟伊智 国歌「君が代」
ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 開会挨拶 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 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 菊知 龍雄 本会議】 第１部 司2610 13 :40【
会 北山吉明 テーマ「私にとっての職業奉仕とは」 第２部 司会 宮永満祐美 テーマ「２１世紀に15 : 05
生きるロータリークラブ 【懇親会】 ： 開会挨拶 副実行委員長 木場紀子 乾杯 ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ荒井公夫16 45

： 閉会挨拶 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐高本昭二 ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「手に手つないで」18 00

年の訪問から４回地区友情交換行事のお申し込みをお早く！ 1998
目のアラスカの友情交換です。菊地ガバナーの年度の有終の美をかざるべく訪問
する事にしました。 地区のスチーブ・吉田パストガバナーのご協力の下楽し5010
い企画をしています。会員各位、ご夫人、ご家族のご参加を！ 事務局まで。

（木）成田発アンカレッジへ、 （火）成田着2006.7.6 7.11

碧い大気
青い海 蒼い大地

金沢百万石
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・

例 会 予 定
川 きみよ様 「人に対する心配りについて」2/9
休会2/16
東京世田谷中央ＲＣ 橘倍男会員 「原文で話す2/23
平家物語」

中村準様 「言語聴覚療法の仕事」3/2
濱岡 伸也様 歴史博物館3/9
黒田百合様 劇団「夢宇人」代表 「障害のある3/16
子供たちとの作品づくり」
－－－－3/23
休会3/30

メイクアウイシュオブジャパンから感謝状

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
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『我等の生業』点鐘 ロータリーソング
四つのテスト

地区友情交換行事のアラスカ訪会長挨拶：
問の申し込みをお願いします。
本日のゲストにはメイクアウイッシュの祖泉
さんと本日のお話しを頂く中谷ちひろさんと
お母さんの幸代さんです。

メイクアウイッシュ・オブジャパ特別ゲスト
代表 祖泉淳氏 中谷ちひろさん 中谷幸代 さんン

金沢南ＲＣ 神谷昌利様ヴィジター紹介
金沢北ＲＣ 中田秀雄様

： 宮永満祐美会員 木村陽誕生日お祝い 2/15 2/22
子会員 土田初子会員 江守道子 会2/24 2/25
員 全部女性です。

メエイクアウイッシュ金沢の祖泉氏感謝状贈呈：
から二木秀樹会長に

《 食 事 》
本日の理事会とＩＭについて幹 事 報 告 ・

なし委 員 会 報 告
2000 4000金沢南ＲＣ神谷昌利会員 参勤交代には ～

人が参加し、今のお金で５億円もかかったそうです。
２月７日（火）午後 から「加賀参講演会と懇親会のご案内 3:30

勤交代にみる武士の意地と藩の維持」を金沢工大ライブラリーセンター多目的ホールにて 会員無料 懇
親会は午後 ～ 松魚亭 会員￥ 主催 金沢梅鉢倶楽部 協力 関東6:30 8:30 9,000 講師は前田利祐 代ご当主18

東京石川県人会
《 食 事 》

11,000 383,500 5,120,774ニコニコＢＯＸ ￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥
メイクアウイッシュ・オブジャパン祖泉さん中谷ちひろさんお母さ二木会長

ん中谷幸代さんをお迎えして 先週のＡＥＤの救急の話はまず好評の石丸会員
。 「 」 。ようで嬉しく思います 吉田昭会員の 泡一つ 随筆を面白く読ませて頂きました

昨年末に多くの御会葬を賜り有難うございまいした。１月２７日満中大沼会員
陰を厳修し、ようやくホッとしております。 今日はようこそ！百万石木場会員

へ、祖泉淳様と中谷ちひろ様のお話楽しみにしています。 祖泉さん、中谷ちひろさん北山会員
とお母様の幸代さん、ようこそ百万石ロータリークラブへ。お話楽しみです。皆様、夢を忘れない
で！ 中国で買った仏像が我が家に到着しました。夜の片町の垢も仏像に手を合わせれば、軽く流せ炭谷会員
ます。幸せです。

「 夢がかなったおはなし 」講話の時間
仲谷ちひろさん：

祖泉さんと小松から飛行機で東京にいきました。渋
谷の真ん中のホテルで食事をして、あこがれていた
撮影モデルにもなり、楽しかったです。服一着も戴
きました。本日のスカートもそれです。 原宿の竹
下通りにもいきました。モデルさんとは手紙の交換
もできました 「私の夢をかなえる」ために募金し。
て下さった方 有難うございました。

お母さんの幸代さん：
、ちひろは急性リンパ性白血病と言うことで

３年前、小学校４年の時発病しました。は
じめ首の後ろが痛いといい、整形外科にい
き 小児科にもいきました。カゼだろうと
いうことでしたが、倦怠感があり、顔色も
青白く、総合病院から金大病院へ行きまし

70た すぐ入院で 検査の結果診断がつきました ショックでした。 、 。 。
。 、～ ％の治癒率といった医師の声も白々しくきこえました しかし80

家族で頑張らなければと気を取り直しました。しかし、どうやら病気も落ち着き、ちひろの希
望をメイクアウイッシュの方がかなえて下さったのです。しかも無償で。祖泉さんは一生懸命モデル雑誌の編集長

点鐘に交渉して下さり出掛ける時には小松空港にいろんな方が見送って下さいました。

回363
5Fホテル日航

2006.2.2
％出席率 18/39 46.15
％12 月修正出席率 84.43

南ＲＣ神谷昌利会員

2006.2.3北国新
聞夕刊に大きく記
事がのりました。


