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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

チャリティコンサートが4/16（日）に行われます。
午後２時より 石川県立音楽堂邦楽ホールにて

金沢百万石ロータリークラブ・北国新聞・北陸放送・開進堂楽器です。 チケットはクラブ事務局、後援：
¥1,500北山会員までお願いします。

2006 3 14 No.226『友』インターネット速報 年 月 日
ナイジェリアに続きスーダンでもポリオ撲滅
月 ～ 日にアフリカ西部のナイジェリアで 万人の子どもたちを対象に全国予防接種日（ＮＩＤｓ）が2 11 14 3,000

行われたのに続いて、同 ～ 日、アフリカ中部のスーダンでもＮＩＤｓが展開され、保健担当員とボランティ20 22
アたちが 万人の子どもたちを対象に経口ポリオワクチンの投与を実施 しました。600
今回のＮＩＤｓでは、スーダン唯一のクラブであるハルツームロータリークラブをはじめ、第 地区（スーダ2450

ンを含む か国）のロータリアンが参加。目標である 万人へのワクチン投与には達しなかったものの、アフリ9 810
カ大陸からのポリオ撲滅を目標に活動を展開しました。

2 17 20 1,100 2なお アフリカ西部のエチオピアとソマリアでも 月 ～ 日 万人を対象にワクチン投与を実施 この、 、 。
月には、エジプトとニジェールがポリオ発症国のリストから削除され、スーダンでは昨年 月以降、ポリオの 発6
症は報告されていません。

『友』ホームページ情報
『友』ホームページから、 － 年度の国際ロ2006 07

ータリーテーマロゴ（日本語版）をダウンロードす
ることができます。
「 年国際協議会リポート」のページ2006

http://www.rotary-no-tomo.jp/jpn/inter_ass/index.html
からお入りください。
また、 月 ～ 日の世界ローターアクト週間に3 13 19

ちなんで、ローターアクターの活動の様子を写真つ
きで紹介しています 「写真で見る日本のロータリ。
ーの活動」の「ロータリーとともに活躍するロータ
ー ア ク タ ー 」 の ペ ー ジ
http://www.rotary-no-tomo.jp/jpn/photos_rc/photo_ia_ra_

をご覧ください。ex.html
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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

例 会 予 定
黒田百合様 劇団「夢宇人」代表3/16
「障害のある子供たちとの作品づくり」
坂本純平様 河北ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ会員3/23
休会3/30

中川外司様 「八田與一を忍ぶ会」支援について4/6
～地域発展委員会より～4/13

理事役員会金沢ファッション産業振興会 八田様
～職業奉仕委員会よりⅠ～4/20

祐専寺住職 大沼俊昭会員「浄土真宗とは何ぞや」
～職業奉仕委員会よりⅡ～4/27
祐専寺住職 大沼俊昭会員 「質問に答える」
休会5/4

理事役員会5/11 吉田康志 様 ㈱エイム副社長
会場変更例会 於：如来寺5/18
斉木なおき様 カクテルの楽しみ方5/25
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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
東京世田谷中央ＲＣの橘さ会長挨拶：

ん平家物語ののポスターが 枚あります。15
貼って下サイトの事です。よろしくお願い
します。

（卓話者）県立歴史博物館特別ゲストは
学芸専門員 濱岡 伸也（はまおか のぶ

や）様です。 金沢北ＲＣ 中田秀雄 様ヴィジター紹介
幹事・・委員会報告

野城勲幹事： 北山吉明会員の歌や前田宏智会員の三味線のチャリティコンサートは金沢
百万石クラブの後援です。チケットは事務局に沢山あります。よろしく。
《 食 事 》
ニコニコＢＯＸ

6,000 449,500 5,18,774￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥
濱岡信也様の卓話、楽しみにしています。 濱岡信也様、本日宜二木会長 野城幹事

しくお願いします。 濱岡先生の卓話、楽しみです。百万石にふさわしい卓大平会員

話を期待します。

「 」講話の時間 城下町金沢 ～町人の生活と文化～

県立歴史博物館 学芸専門員 濱岡 伸也（はまおか のぶや）様
紹介：大平会員

われわれが常識的にしっている歴史と事実は大分違う事が多い。
大学と高校では可成りちがいます。例えば士農工商という言葉はちょっとヘンな言葉で
。 、 、す 年は日本は完全な貨幣経済で クダラナイという言葉は江戸時代から出来たが1650

大阪発で江戸には下りですが、文化で下せないものがあります。百万石は江戸時代では
今の石川と富山合わせて 万石でした。年貢の米は ～ ％ですからこれは平野120 20 30

部で人の家の下まで田圃にした場合の米の収穫高で、本当３５万石くらいでしょう。金
沢の人口特性は武士が多く、奉公人が多くて近隣農村が近代化しましたが、明治維新で

。 、 、 、 、急停車しました 町人が支えた文化も沢山あり 俳句 芝居 相撲など経済余力は趣味
文化振興に助力されました。ーーーー等、いろんな話題を提供されました。

点鐘

（水）休 会 （金 「休 会」〈近隣RC３月４月の例会変更〉 金 沢ＲＣ 金沢西ＲＣ3/29 3/17 ）

（木） 「休会」 （火）３ＲＣ合同夜間例会 ～グランドホテル松任 （火）白山ＲＡ百万石ＲＣ 白山ＲＣ3/30 3/7 18:30 3/28
Ｃとの合同例会 ～グランドホテル松任 （木）３ＲＣ合同夜間例会 ～グランドホテル松任18:30 3/9 18:30白山石川ＲＣ

（水）３ＲＣ合同夜間例会 ～グランドホテル松任野々市ＲＣ 3/1 18:30
（水）観桜会 午後６時 金沢ニューグランドホテル金 沢ＲＣ 4/12
（月）観桜会 午後６時３０分 金沢スカイホテル （金）観桜例会 午後６時 和田屋金沢東ＲＣ 金沢西ＲＣ4/17 4/7
（火）観桜会 午後６時３０分 （木）お花見夜間例会 午後６時３０分 松魚亭金沢南ＲＣ 金沢北ＲＣ4/11 4/6
（月）午後１２時３０分 金沢エクセルホテル東急（ビジターメイクアップは可能） （月）観桜会 午後香林坊ＲＣ 4/3 4/10

６時３０分 浅野川河畔河床 （火）観桜例会 午後６時 かなやみなとＲＣ 4/11

会員消息

回368
5Fホテル日航

2006.3.9
17/38 44.74%%出席率

％2 月修正出席率 88.9%

３月 日24
19:00

招龍亭にて
和と中華の

演奏と料理で
コンサートと
ディナーの会

魏賢任会員よ
り

¥10,000

地区協議会案内

次年度のロータリー次年度理事・役員委員長・新会員（３
年未満）の活動のための情報と研修の場。

2006.4.23 10:30 16:00開催日時： （日） ～

307-3開催場所： 高岡法科大学 高岡市戸出石代

会長・幹事・会計部会 クラブ奉仕、新会員
会員増強部会 職業奉仕部会 社会奉仕、新世代部会 国
際奉仕部会 ロータリー財団、米山奨学会部会

義務出席は以上の委員長並びに関連部会委員長
その他 ご希望の方は自由にご参加を！


