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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。多くのご参加をお願いいたします。10/1 10 12 21

。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） １
０：２０ 開 会
２．場 所 クロスランドおやべ 小矢部市

10 TEL 0766-68-0932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
9/26 12 30（火）物故会員、特別代表、ご令室追悼例会 光明寺 点鐘 ：
白山ＲＣ （火）→ （日） クリーンビーチ例会（徳光ＣＣＺ海岸清掃）点鐘８：３０ シーサイド松任9/5 9/3

月のロータリーレートが９月と同じく１ドル＝１ ４円10 1
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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 ：
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．

例会 予定
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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『手に手つないで』点鐘 SONG:
四つのテスト

つい先ほど京都北東ロータリ会長挨拶：4
ーの清水会長からメールが来て１０月１４
日ー１０月１８日まで関空からの発着で仲
間４人とともにタイを訪問してくると言う
連絡が入りました。タイへ行き、マッチン
ググラントのケンクーン を訪問し、RC
「 」の場所や設備などを確Library for Kids

認してくるとのことでした。このマッチンググラントには我が金沢百万石クラブと韓国南光州クラブも１５００＄
づつ出す予定ですが 「今月末までに入金をお願いします 」とのことでした 「また、一緒にタイへ行きたい方が、 。 。
おいでたらどうぞ同行してください 」とのことで、相川さんに申し出てください。。
昨日のインターネットのニュースですが、毎日５杯以上の緑茶を飲むと脳梗塞で死亡する確率は大幅に減ると言う
ことです。これは昨日発刊された (米国医師会雑誌)に東北大学の公衆衛生学JAMA
教室からの論文です。これによると１１年間にわたりよく４万人を追跡調査したと
ころ、一日５杯以上緑茶を飲むグループは、１杯未満しか飲まない人たちと比べて
男性で４２％、女性で６２％も脳梗塞による死亡が少なかったそうです。この男女
の２０％の差は、喫煙によるものだとされていました。また、癌による死亡には差
が無かったそうです。同じグループが今年の３月に発表した論文では一日２杯以上

（ ） 。の緑茶を飲む人は１杯以下の人と比べて認知症 ぼけ が約半分であったそうです
緑茶の何がよいのかは書いてなく、炭谷茶店のお茶がいいとか米澤茶店のお茶がい
いとかは、書いてありませんでした。

（卓話者）ＮＨＫ金沢放送局長 山本哲也 様メイキャプゲスト
金沢ＲＣ 小杉康夫様 金沢香林坊ＲＣ 村田秀彦様 小幡謙二様ビジターの紹介

８カ年 谷 伊津子 会員皆出席顕彰
《 食 事 》

①新しい のクラブ要覧がで幹 事 報 告 ・ 委 員 会 報 告江守道子幹事： 2006-07
きました。一部ずつ皆さんに今日配られました緑色の本です。
②姉妹クラブの世田谷中央ロータリークラブから５月１６日に行われた創立１０周年
記念例会に参加を頂き有難うございました。記念例会の写真を取り込んだ１０周年記
念誌ができたので送って来ました。皆さんに回覧しています。
③ 年度国際ロータリー年次大会がユタ州のソルトレークシティで2007

年６月１４日から６月２０日まで行われます。登録はインターネッ2007
。 。 。トでも可能です からどうぞしてください とのことですwww.rotary.oeg

卓話予定について（１ページ参照）北山吉明企画委員長：
クラブ親睦旅行について現在 名です。本人の他、家族の方もど木村幸生親睦委員長： 13

うぞ。保留の方は出席お願いします （ ページ参照）。 1
12,000 222,000 4,953,970-ニコニコＢＯＸ ￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥

「又来たのか」と思われる人も多いと思いますが、めげずにやって来ました。香林坊の月曜香林坊ＲＣ小幡様

日は８月、９月と見事に用事でつかれました。アットホームな百万石は、いい雰囲気ですね。昨日、インドネ

シアから帰ってきました。あらためてテロのない平和な世界がくればと思いました。 江守かいちょう・幹事

卓話 ＮＨＫ金沢の山本さん本日は宜しく。 山本局長、ようこそ。お話楽しみにしており木村陽子会員

ます。 山本局長 ようこそ。楽しいお話宜しくお願いします。 皆さん、こんばん齋木会員 宮本薫子会員

は。山本様の卓話楽しみにしております。 遅くなりましたが、前田さん受賞おめでとうございま村田会員

す。本日は、山本哲也様の卓話を楽しみにしています。 ＮＨＫ金沢放送局長 山本哲也さんの卓宮崎会員

話 楽しみにしています。谷会員 ８カ年皆出席お目出とう御座います。

山本哲也 ＮＨＫ金沢放送局 局長講話の時間 『デジタル新時代』
早大卒、 より金沢勤務H16.6

ではこれまで 社会部 警視庁 気象庁などにいました。昭和 年の日航機の御巣鷹山NHK 60
事件、平成 年の阪神大地震では神戸に１ヶ月、昭和天皇の崩御では宮内庁におりました。7

歴史の変わり目を生々しくをみてきました。またニュースセブンの編集長をしました。 一
昨年のＮＨＫ不祥事事件には受信料不支払いのムードでしたが、金沢市では可成り協力して
いただきました。 クローズアップ現代には金沢２１世紀美術館、和倉温泉の加賀屋のおかみ
さんをとりあげました。またＮＨＫでは若い社員の発想や行動を大切にして、前田家ご当主
や人間国宝の魚住さんに若い社員が直接交渉にあたりました。 年から既に東京や大阪ではデジタル化がはじま2003
りましたが、今では県では 万所帯が 加入、来月は七尾市もデジタル放送です。 ハイビジョンになり、画像、33
音質もよくなり、インターネットでの放送局との双方向性になります。スポーツ放送のフォーメーションも変わり

点鐘ます。デジタル化は周波数の使用を減らす利点があります。平成 年にはアナログ放送の打ち切りです。23

ホテル日航５Ｆ392 回
2006 9.14

20/35 57.14%出席率
75.00%村田ＳＡＡ 8 月の修正出席率


