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親睦委員会主催（木村幸生委員長）能登島親睦一泊旅行
（日）ホテルの前11/12

、 。は美しい海であり 晩秋の朝は青空でした
前日夜はホテルのオーナー一家の心づくし
の豊富な新鮮魚介料理や、会員差し入れの
美味しいワインやお酒で深夜まで語りあい
ました。
一夜で何十回も例会をした様な氣がしまし
た。前日、早く到着した人は陶芸家訪問や
ガラス美術館等を楽しみました。帰り道は
和倉温泉加賀屋に立ちより、コーヒーをい
ただきました。

泊まったプチホテル・ウインズは島の小
さなホテルですが、落ち着いた木の香り多
いインテリアで、客室は全て海を望み、浴
室もゆったりしていました。百万石クラブ
の別荘として、今回欠席された会員、家族

。（ 、 、 。）も是非次回は出席して下さい 写真はホテル前にて：金沂秀会員 村田祐一会員 北山吉明会員は外出中でした

12/20 18.00 12/27 12/11市内RCの例会変更 金沢 金沢東RC RC（ ） 「 」 （ ）水 ホテル日航金沢 年忘れ家族会 水 休会

18:30 12/25 12/22 18:00 12/29（ ） 「 」 （ ） （ ） 「 」月 金沢スカイホテル 年忘れ家族会 月 休会 金 金沢都ホテル 年忘れ家族会金沢西 RC
12/19 18:30 12/26 12/14 18:30（ ） （ ） 「 」 （ ） （ ）金 休会 火 ホテル日航金沢 年忘れ家族会 火 休会 木金沢南 金沢北RC RC

松魚亭「年忘れ会」 （木）休会 （月） 金沢エクセルホテル東急「年忘れ家族会」 （月）休会12/28 12/18 18:30 12/25香林坊 RC
（火） 金沢全日空ホテル「年忘れ家族会」 （火）休会みなとRC 12/19 18:00 12/26
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新会員 井口 千夏さん
INOKUCHI CHINATSU
会員 入会 生 女性No 67 H18.11.30 S41.8.3
人材（労働者）派遣業
㈱ ポテンシアオム代表取締役Potencia Homme

920-0345 4 222〒 金沢市藤江北 丁目

T076-268-5454 F076-268-0152
E-mail inokuchi@ptnca.com

921-8036 2 9-45自宅〒 金沢市弥生 丁目

例会 予定

齋木妙子会員11/30
年次総会12/7

「次年度の理事役員の選出」
舛田圭太様12/14

（バドミントン選手）
年忘れ例会12/21
休会12/28

（水）金沢 新年合同1/17 8RC
※例会 金沢全日空18:00
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『それでこそロータリー』点鐘 SONG
四つのテスト

香田先生ようこそ、本日もよ会長 挨拶：
ろしくお願いします。
やらせ質問とかいじめによる自殺やら更に
は和歌山県知事の逮捕など暗いニュースの
多いこの頃ですが、昨日南光州の朴先生か
らメールがありました。来年の４月、南光
州の主催する３７１０地区の地区大会に出席をかねて光州
においでになりませんか？ということでした。

今日１１月１６日はボージョレ・ヌーボーの解禁日です。次第に輸入量は減ってはいるものの、フランスにとっ
て日本はおいしい市場のようです。僕たちがアメリカに住んでいた時には、ワイン好きな人は「ボージョレ・ヌー
ボーってあのあまり美味しくないワイン？」と言うような感じで、日本ほど大騒ぎはしていなかったようでした。

昨日発刊された (アメリカ医師会雑誌）にハワイの日系人５８００人を４０年間追跡調査をした結果が発JAMA
表されました。それによりますと、８５歳未満で亡くなる要因としては「高血圧 「肥満 「高血糖（糖尿病 「喫」 」 ）」
煙 「高中性脂肪血症 「飲酒（ビール換算で１ 日以上 「中卒以下の学歴 「伴侶無し 「握力３９ｋｇ以下」の」 」 ）」 」 」l/
９項目が挙げられていました。また、これとは別にシカゴであった ではハワイの日系３American Heart Association
世ー４世の心臓の冠動脈硬化は白人以上だと言う報告がされています。日本人の体には御飯と味噌汁が合っている
のでしょうか？
親睦委員会からの企画で、今週末の１８日と１９日は我が百万石クラブの親睦大旅行で、能登島の「ウィンズ」に
泊まる予定です

(卓話者) 香(こう)田(だ) 裕(ひろ)泰(やす) 様 （声楽家）北山夫人、村田夫人特別ゲスト：
《 食 事 》

①白山石川ＲＣの５周年記念へ行ってきました。小沢昭一さんの記幹事・委員会報告 幹事報告
念講演会「明日のこころ ・記念式典・懇親会があり、記念誌も頂いてきました。」
②金沢８ＲＣ新年合同例会が来年１月１７日（水）金沢全日空ホテルで ～開催されます。全員18:00
登録ですので 是非ご出席下さい。
③金沢パイロットクラブ１周年記念として （窓ぎわのトットちゃん）を講演チャリテイーコンサート
開催します。 (土） ～場所は文教会館です。よろしくお願いします。2007.1.6 14:30

11,000 355,740 5,087,710-ニコニコＢＯＸ ￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥
香田先生、本日も よろしくお願いします。 金 会員 香田先生、２回目の卓話楽しみにしています。江守会長・幹事

香田裕泰先生をお迎えして 「音楽を楽しみたいです」 皆さんこんばんは。香田さんの卓話前田会員 宮本薫子会員。

楽しみにしています。気が早いですが次回はいつでしょうか！？？ 伝統工芸展、前田さん、木場さんおめでとう村田会員

ございます。前回の香田さんの卓話が楽しかったので女房にも聞かせたくて連れてきました。宜しくお願いします。本日、Ｔ小

学校６年生に「禁煙教育」をしてきました。先日の北山先生の「最近の子供は人の話を落ち着いて聞かない」との言葉があり、

前もって作戦をたてて話せました。 香田先生の楽しいお話の数々を独り占めにするのはもったいなくて企画し北山会員

ました。それがウケて第２回となりました。弟子としては、うれしい限りです。

香田 裕泰 様 （声楽家）講話の時間 「音楽を楽しむ②」
「音楽を楽しもう、その２：オペラの楽しみ」

足踏みをする時、日本人は足を降ろす時に と数え、欧米人は足を挙げる時1
に と数える。日本人の動作は屈筋を使い、欧米人は伸筋を使う。屈筋は細か1
く速い動作が可能だが、伸筋は大きな力を出すことができます。それぞれに利点欠点はあり
ますが、その体の使い方がそれぞれの音楽に中に反映されていることは興味深い。オペラの
発声は伸筋を主体に使っています。だから、大きな会場でマイクも使わず歌えるのです。
バッハはものすごい能力を持った作曲家です。バッハの作ったフーガを調べると、一つの

メロディの上に、同じメロディをひっくり返して重ねている。そして、演奏してみるとそれ
が調和を保ち、美しい曲となっている。頭の中で一つのものをいろんな方向から眺める能力

が驚くほど高度に発達している作曲家なのでしょう。
オペラの魅力は、あらすじを話にすれば 分ほどで終わるものを、 時間以上かけてゆっくりと味わうところに20 2

有ります。様々な感情を、視覚、聴覚を通して訴えてくる。聴衆はそれを自己の体験で得た、心情に響かせて、物
語の登場人物と同じ体験をしていく。感じることは心の運動である。待つ事なく何でもが手に入る現代の生活で失
われた、多くの心の動きを、オペラが与えてくれるのです。

（例会終了後に近くの で開かれた香田氏を囲む会には、 名もの会員が参加し、音楽談義やロータリー活ZADAN 13
動への提言などで、大いに盛り上がった。本当に楽しく有意義な会員懇親の場となり、参加者一同、大満足で帰途

点鐘に着いた ） （ 北山記）。

5F401 回 ホテル日航
2006.11.16

17/35 48.57%出席率

85.71%村田 SAA 10 月の修正出席率


