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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10/1 10 12 21

。く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9/26
12 30光明寺 点鐘 ：

白山ＲＣ （火）→ （日） クリーンビー9/5 9/3
チ例会（徳光ＣＣＺ海岸清掃）点鐘８：３０ シ
ーサイド松任
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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 茶馬古道－天空への道」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？』
神野重行様（名鉄丸越百貨店代表取締役社長）10/5
野脇 格（いたる）様（金沢蓄音機館館長 「昭和10/12 ）

歌謡史」
宮永満祐美会員10/19
ガバナー補佐 高畠 正光様（白山ＲＣ）10/26
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点鐘
『手に手つないで』SONG:

四つのテスト
会長挨拶： 。41 年ぶりに皇子誕生です
本日の卓話者は朝日新聞社総局 小里
仁（こざと ひとし）様です。多くの
メイキャップの方有難うございまし
た。

金沢東ＲＣ 岩城紀男様 金沢西ＲＣ 斉藤 悦啓（ヨシヒロ）様メイキャプゲスト
金沢香林坊ＲＣ 小幡 謙二様 金沢みなとＲＣ 相良 宝作様

北山会員の お嬢さん２人ビジター
４日生まれ 吉田 光穂（みつほ）会員今月の誕生者の紹介

《 食 事 》
幹 事 報 告 ・ 委 員 会 報 告

地区における増強、拡大委員会事業としてロータリー・キャリア教岩倉会員増強委員長
育支援事業
「職業体験支援プログラム」推進のため協力頂ける会員のデータベース作成をします。今
月中ですので宜しくお願いします。

１０月の卓話予定のご案内 １ページ参照北山企画委員長

秋の百万石クラブの親睦旅行はおいしい旅行ですし、まだ余裕があり木村幸生親睦委員長
ます。是非、来週の例会にはお返事下さい。〆切りは今月中です。

クラブホームページにも親善旅行などのスケジュールがでていますので石丸幹夫会報委員長
ご覧下さい。

ニコニコＢＯＸ
12,000 208,000 4,941,608-￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥

小里様、本日は宜しくお願いします。 小里さんの素敵なお話を楽しみにし江守会長・幹事 北山会員

ています。文武両道に秀でた方です。 ロータリーも夏休みをしてしまい、一ヶ月ぶり木村陽子会員

。 、 。 、 。の出席です 昨日は おめでたいニュースでわいた一日でした 明るい話題は 幾つあってもいいですね

小里 仁様の卓話を楽しみに来ました。 小里様、今日はようこそいらっし前田会員 吉田光穂会員

ゃいました。 吉田光穂会員 お誕生日おめでとうございます。小里さんの卓話、宮本 薫子会員

楽しみにしています。 皆さん、今晩は。お陰様で菜香楼が１０周年を迎えることができま魏 会員

した。この度、９月１６～１８日まで感謝イベントとして香港から私の知り合いの世界太極拳のチャンピ

ョンをお迎えすることになり、是非ご参加下さい。

朝日新聞社総局 小里仁（こざと ひとし）様講話の時間 「県外者からみた金沢・石川」

講師紹介 北山吉明会員 小里様は掛川市におうまれになり、浜松に住まれて、

東大法学部をご卒業になりました。サンパウロ ローマ パリなどの勤務の後

。平成４年から金沢市にこられました

浜松市で高校まですごしましたが、オートバイ、楽器などの産業都
市です。浜松北高校をでましたが、理科系統の生徒が多かった様です。
金沢市の酒や食べ物はおいしいですが、仕事は最悪で、 やりにくい

都市です。新聞では地元紙がつよく、京都で印刷している朝日新聞はハンディもありまし
て 他の地方よりランキングは下になっています。
ただ 私の家族が散歩していましたら 「いいところですから是非見てください」といわ、
れ、金沢の街を誇りされている住民の姿が印象的でした。 有名書店でも地方紙の域を出
ませんし、謡曲は加賀宝生オンリーで謡曲をしていた私にとっては寂しい限りです。自信
満々の金沢でしょうが、なんか思考停止したところも感じられます。

（そのほか石川県人の知事さんがいない。なかなか合併が進まない金沢などの話題も提供されました ）。
点鐘

理事役員各位
９月１４日（木）に予定しておりました理事役員会ですが今回 特に急ぎの議案もなく、取りやめとなりました

のでご案内を申し上げます
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