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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
て2008-2009年度 ガバナー・ノミニー候補の告知につい

年 月 日 菊知 龍雄2006 2 1 国際ロータリー第 地区 ガバナー2610
近藤 俊行地区ガバナー指名委員会 委員長

年度国際ロータリー第 地区ガバナー・ノミニーとして富山中2008-2009 2610
ロータリークラブ会員の高柳 功君を全員一致で推薦することが決定いたしま
したのでここに告知いたします。

年度ガバナー・ノミニー候補2008-9

RC高柳功君（たかやなぎ いさお）富山中
職業分類／精神科医 生年月日／1937年（昭和12年）12月13日

住所／富山県富山市羽根465
【学歴】
1962年（昭和37年）信州大学卒、1967

年（昭和42年）同大学院修了学位取得

【略歴】1967年（昭和42年）国立武蔵
療養所（現 国立精神・神経センター

武蔵病院）勤務 1971年（昭和46年）有沢橋病院開設
【ロータリー歴】

1976年 富山中ロータリークラブ入会(チャーターメンバー)
1991～92年 会長
1996～97年 富山第二分区代理
1984年 米山功労者
1990年 ポール・ハリス・フェロー
2004年 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 2回
2005年 ベネファクター

会員消息
人目惚れの金沢★魏賢任会員：経済人これからどうする。北国新聞 2/9

10に恩返しと題して、新しく開業した招龍亭をはじめ、人気の菜香楼は
。年たった、金沢中華街構想を持つ

1/18★東海林也令子会員：全国一位の力 初公演で証明 北国新聞 2/9
県立音楽堂交流ホールで県内小学生のピアノリサイタルが行われ、お弟子
さんの竹田琴理乃さんの全国大会１位の演奏は 人の聴衆を魅了した。200

創作民話淺野★前田宏智会員：おんな川にあらたな民話 北国新聞 2/9
川夢譚（東山在住の山上たつひこ氏執筆）の 。風鈴制作

碧い大気
青い海 蒼い大地

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku

Kanazawa Million Weekly Bulletin No. 0364 2.16 2006

・

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

原典で聴く平家物語の世界
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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
先週はメイクアウイシュ会長挨拶：

のいいお話しおききしました。また今
日の新聞には菜香楼の魏賢任会員、東
海林也令子会員のお弟子さんの竹田理
琴乃さんが奨学生ピアノ日本一のこ
と、前田宏智会員のの風鈴の記事など

。金沢百万石会員の記事が一杯でした
ヴィジター紹介：特別ゲスト

（卓話者） 川 きみよ 様 皆口倫子さん 中村史恵さん
木戸絵倭子さん

２カ年 水野陽子会員 炭谷亮一会員皆出席の表彰：

《 食 事 》

ＩＭについて はホテル日航幹事報告：・ 2/12
４Ｆに に集合してください。 から受10:30 12:30
付がはじまります。

委員会報告：
にの学校ができた前田宏智会員 地区国際社会奉仕の件 ラオスの子供達

2006.5/14のですが 地区からの竣工式の視察旅行があります、 。2610 旅行日程は
（日）関空発 ハノイ ビェンチャン滞在 ハノイ （金）関空着 な---- ---- 5/19

。 是非ご参加を！お金沢駅西口からバスがでます

。竹田敬一郎社会奉仕委員長：原典で聴く平家物語の世界 平家物語 の夕べ「 」 が４月にあります
これに関して世田谷中央クラブの橘倍男さんが の例会に来られて卓話されますので、是非2/23
沢山ご出席下さい。また例会終了後親睦会をします。

17,000 400,500 5,137,774ニコニコＢＯＸ ￥ 本年度合計 ￥ 残高￥
川 きみよさんの卓話を楽しみにしています。 新二木会長 石丸会員

しいニコボックスを一ぱいにして下さい。 川さん、ようこ江守巧会員

そおいで下さいました。お話を楽しみにしています。 １２日炭谷会員

魏 会員のアイエム、我クラブの総力を結集して成功に導きましょう。

皆さん、こんばんは。先般弊社の新店舗の和風中華招龍亭にて、お集ま

り頂きまして、誠にありがとうございます。川様の「おもてなし」につい

てのお話を楽しみにしております。 おかげ様で大変忙しいで土田会員

す。ありがとうございます。 川 きみよさんの卓話を楽しみ前田会員

にしています！！ 本日の川きみよ様の卓話、楽しみにして大平会員

おります。

川 きみよ様講話の時間 「人に対する心配り」
アルバイト先の失敗ががおおらかにはげまされたことで、いろいろ考える事がで

きた。お茶はやはり女性
の笑顔が でやるのが一
番いい。この気持ちは男
性にもあてはまります
が、相手によい印象を与
えるように、気配りが大
切です。インド旅行の体
験では心温まる美味しい
食事など家庭のオモテナ
シに感動しました。－－
－－ 気配り オモテナ
シの体験や インドと日

点鐘本の違いを話された。

回364
5Fホテル日航

2006.2.9
24/39 61.54%出席率

％12 月修正出席率 84.43

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

ス新しいニコニコボック


