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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。

後援：百万石クラブ平家物語の夕べ 原典で聴く平家物語の世界

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

碧い大気
青い海 蒼い大地

金沢百万石
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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
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地区及びクラブ行事予定
12(日)第２回次期チームリーダー研修セミナー３ 月

高岡商工ビル

19(日)会長エレクト研修ｾﾐﾅｰ(ＰＥＴＳ)ホスト：高岡西Ｒ

Ｃﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ高岡

25(日)地区雑誌委員会・雑誌委員長会議 県地場産業振興ｾ

ﾝﾀｰ

(土)第３回次期チームリーダー研修セミナー高岡４ 月 8

商工ビル

16(日)にほんの歌・ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ 百万石ＲＣ後援 音楽堂

邦楽ホール

22(土)平家物語の夕べ 百万石ＲＣ後援 県立能楽堂

23(日)金沢百万石ＲＣ創立９周年

23(日)地区協議会（ホスト：高岡西ＲＣ）高岡法科大学

28(金)～5/1（月）韓国第３７１０地区 地区大会

16（火）東京世田谷中央ＲＣ創立１０周年記念例５ 月

会（百万石ＲＣ姉妹クラブ）

11(日)～14(水) 2006国際大会 マルメ(スウェーデン)／

コペンハーゲン(デンマーク)
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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
このところ野球もまけましたし会長挨拶：

大平会員、江守巧 江守道子会員のお母さん
もなくなられました。良いことがありません
でした。

（卓話者） 劇団 夢宇人（ムーニ特別ゲスト
ン） 主黒田 百合 様宰

金沢香林坊ＲＣ 柿本盛敏 様 金沢東ＲＣ 太田光尋 様ヴィジター紹介
《 食 事 》

野城勲幹事：平家物語の夕べ 切符が 枚あります。 はクラブで負幹事・・委員会報告 50 1/2
担しますので、お願いします。又 ポスターもありますので、お持ち下さい。
《 食 事 》

ニコニコＢＯＸ
5,000 453,500 5,190,774￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥

黒田百合様の卓話、たのしみにしています。 皆さん、こんばんは。 黒田先生の二木会長 魏 会員

お話を楽しみにしております。 ようこそ。黒田百合様、卓話楽しみにしています。西村会員

劇団「夢宇人」主宰 黒田 百合 様講話の時間 「障害ある子供達との作品づくり」

「今日の子供は遊ぶのも対話も、ゲームソフトが相
手で、他人と遊ぶのがシンドイともいうようです。私
達演劇のものがＮＰＯより声をかけられ、障害者のア
ートに挑戦しました。２００３年石川県療育センター
と協力して ９人の障害のある子供達と舞台作品 風、 「
の又三郎」をしました。とても不可能とも思っていた
のですが、しゃべれない、自分や他人の所有も区別で
きない子供が立派に演じてくれました。また２００５

「 」 。年５月には ユタと不思議な仲間達 を発表しました
点鐘自閉症の子も素晴らしい才能があることがわかりました 」－－などビデオで演劇の様子を鑑賞しました。。

（水）休 会 （水）観桜会 午後６時 金沢ニューグランド〈近隣RC３月４月の例会変更〉 金 沢ＲＣ 3/29 4/12
ホテル （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時金沢東ＲＣ 金沢西ＲＣ4/17 4/7
和田屋 （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 午香林坊ＲＣ 4/3 4/10
後６時３０分 浅野川河畔河床 （火）観桜例会 午後６時 かなや （木） 「休会」みなとＲＣ 百万石ＲＣ4/11 3/30

（火）白山ＲＡＣとの合同例会 ～グランドホテル松任白山ＲＣ 3/28 18:30

会員消息

勝木準様よりのお便り抜粋 （2006.3.2講師）
訂正：紹介いただいた部分で私が演奏経験のありますのは 「音楽堂」ではなく「文化ホー ル」です。 日本にお、

、 。 。ける言語聴覚の専門的サービス提供開始は１９１８年ではなく １９５８年 です ５０年弱の歴史がございます
他、誤植と思われます部分がいくつかありました。

パラグラフ中ほど 診療の補助てして⇒診療の補助として> 人口内耳⇒人工内耳> 事を業とする⇒業とする）
会員の皆様方にどうぞよろしくお伝え下さいませ。 このたびは色々とお心遣いいただき、本当にありがとうござ

いました。 ２００６．３．１６．勝木準

回369
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！


