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金沢百万石ロータリークラブ秋の親睦旅行★
海辺の丘の上に建つ落ち着いた外観と木の香り漂うインテリア、そして24 時間入浴できるオゾン温泉の檜風呂

で、秋の旅情を楽しむ。能登島臨海公園とガラス美術館の近くにあり、とても暖かいご夫妻がこころよく迎えてく
れる。料理は当然黙っていても能登の味覚を旬に出す。ほろ酔い加減にベランダで秋の潮風にあたる。素朴だが、
この贅沢さは「ウィンズ」でしか味わえない。次の日は釣りに行こうか、それともネイチャーウォーキングにしよ
うか。土までも優しい能登島で、の～んびりと一息。
■期日:平成18 年11 月18 日(土)～19 日(日)
企画友好委員会・親睦委員会世話人西村邦雄・水野陽子・北山吉明木村幸生・木下義隆・竹田敬一郎・
宮本薫子

お知らせ
例会 高畠正光ガバナー補佐 例会 ガバナー公式訪問 荒井公夫ガバナー★10/26 11/2

です★金沢百万石クラブのホームページアドレスは に変更されました8/22 http://www17.ocn.ne.jp/~hrc/
年度石川第一分区ＩＭ（都市連合会）★２００７年 ２月１２日（月）※振替休日 2006-2007

場 所 津幡町文化会館 シグナス ガバナー補佐 桶谷 八郎 ガバナー補佐 高畠 正光
ホストクラブ 河北ロータリークラブ

脳関連障害の人々への支援です。★パイロットウオーク（斎木妙子委員長）
（日） ～ 時、金沢城を一周します。集合は金沢 世紀美術館です。多く10/1 10 12 21

。のご参加をお願いいたします。会費 円1000

★指導者育成セミナーのご案内
１．日 時 平成１８年１０月２１日（土） １０：２０ 開 会

10 TEL 0766-68-0932２．場 所 クロスランドおやべ 小矢部市鷲島 番地
３．対象者 パストガバナー、ガバナー・エレクト、ガバナー・ノミニー、 ガバナー補佐、地区委員、会長、

幹事、会長エレクト、四大奉仕委員長、他指導的立場のメンバー など

近郊ロータリークラブの例会変更
金沢南ＲＣ （火）休 会9/19
金沢みなとＲＣ （火）休 会9/19

（火）物故会員、特別代表、ご令室追悼例会 光明寺9/26
12 30点鐘 ：

白山ＲＣ （火）→ （日） クリーンビーチ例会（徳9/5 9/3
光ＣＣＺ海岸清掃）点鐘８：３０ シーサイド松任

前田宏智会員 伝統工芸の奨励賞を受賞会員消息
金沢展は ～ です。11/3 12
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例会 予定
小里 仁 （朝日新聞社 総局）9/7

『県外者からみた金沢・石川』
山本哲也（ＮＨＫ管沢放送局 局長）9/14

『デジタル新時代』
孔 令宇 米山奨学生9/21
高岡 輝雄 様 喫茶店ｋａｇａ店主9/28

『 』二次会 美味しいコーヒーは如何ですか？
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点鐘
『我等の生業』SONG:

四つのテスト
本日の講師は香田会長挨拶：

先生ですが、卓話の他、先生の歌
唱が聴けたらと思っています。私
の家でのホームステイのベトナム
の人を歴史博物館へ案内しました
が、尹奉吉が何故金沢で処刑され

たか不思議がっていました。
声楽家 香田 裕泰（こうだ ひろやす）先生特別ゲスト：

北山 真美夫人、お嬢さんゲスト：
金沢北ＲＣ 渡邊 聡 会員 金沢香林坊ＲＣ 小幡 謙二 会員ビジター：

《 食 事 》
（金沢北 ）アンニョンハシムニカ！ 年間の北クラブの会報や要覧渡邊 聡 様 RC 20

に寄稿した物をまとめた本をつくりました。ご覧下さればさいわいです。

幹 事 報 告 ・ 委 員 会 報 告
①今年度のＩＭ（都市連合会）は、来年２月１２日（月）の祝日に河北ＲＣのホ江守道子幹事

ストにより開催されます。 ②パイロットウオークについて。

百万石クラブの親睦旅行は定員 名です。なるべく多数の方でお西村友好委員長 27
願いします。しかし、お早めに申し込んで下さい。

秋の百万石クラブの親睦旅行で宿泊する所のオーナーはも木村幸生親睦委員長
、 。 、ともと旅行会社の方で 脱サラではじめた料理ホテルです クラブ貸し切りですので

多数ご参加下さい。

13,000 196,000 4,929,608-ニコニコＢＯＸ ￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥
小生が金沢北ＲＣへ入会して以来、会報や会誌に寄稿したものを（委員長や、幹事金沢北ＲＣ渡邊会員

の時の報告を含めて）一冊にまとめてみました。無学な私が書いたものですから、出来栄えはよろしくあり

ませんが読んで頂ければ嬉しいです。

香田先生、本日は宜しくお願いします。前田さん、伝統工芸展 奨励賞の受賞おめでと江守会長・幹事

うございます 北ＲＣ渡邊さん 本日はようこそ 香田先生をお迎えして 渡邊さんの 奉。 、 。 。 「石丸会員

仕のあしあと」を有難うございます。勉強させてもらいます。 師匠の香田裕泰先生をお迎北山会員

。 。 、 。えして 宜しくお願い致します 自称 一番弟子 前田さん 受賞おめでとうございます金 会員

に能登島で百万石ロータリー親睦旅行をすることになりました。木村幸生会員（親睦委員長） 11/18
皆さん 奮ってご参加下さい。 前田会員、伝統工芸展 奨励賞受賞おめでとうございました。今後も、頑宮本薫子会員

張って良いものを作ってください。

「音楽を楽しむ」声楽家 香田 裕泰（こうだ ひろやす）先生講話の時間
紹介：北山会員 先生は国立ウイーン音大など海外で勉強され、金

沢大学の先生やＭＲＯ混成合唱団の指揮もされています。私や金沂秀さん

は弟子です。

モーツアルトは天才です。やさしいメロディを繰り返しながら本
当に素晴らしい表現をしています。ベートベ
ンは難聴なるが故に音楽家の仕事がむいてい
ました。と矛盾した解釈でしたが、確かに聞
こえなくても作曲をしました。実社会でした
ら、とてもコミニケーションが出来なくて仕
事も出来なかったでしょう。又彼は調和しな
い音をうまく利用しています。ピアノの詩人
ショパンは所詮楽器は歌えない。そして唄う
事の素晴らしさをのべています。その他、シ
ューベルトやヨハン セバスチアン バッハ

の素晴らしい曲の一部をを 実際にピアノで弾きながら説明してくださいま
点鐘した。

ホテル日航５Ｆ390 回
20069.1

20/35 57.14%出席率
82.14%村田ＳＡＡ ７月の修正出席率


