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新会員 申東奎氏：
福井県大野市から 才で金沢に18
きまして、その後こちらに住ん
でいます。
この度ロータリークラブに入会
させていただきましたが、よろ
しくお願いいたします。

私の保証人紹介の金沂秀会員：
にもなっていただきました。ロ
ータリーのためになる方です。

会 員 消 息
百万石クラブから会員及び家族や職場から多数出演

ドクターズ・ファミリーコンサート.2007
（土）夜 金沢市アートホールで石川県保険医協会主催のコンサートが行2007.1.13

われ、大平政樹会員の司会で、北山吉明 北山杏子（独唱 、 江守麻衣子（ピアノ独）
奏 、村田祐一（篠笛独奏）江守歯科医院の、万年美加 両川いずみ 竹谷香織 寺井）
慎吾（木管四重奏）の皆さんが出演しました。

ピアノ少女
最年少で金

北 国 新 聞
朝刊2007.1.13

ショパンアジア諸国からの演奏者で競われる
で金沢市城南国際コンクール・イン・アジア

中１年の竹田理琴乃さん（ 才）が弦楽四重13
奏と共演するコンチェルトＢ部門の金賞と全

。部門で二人のみに贈られる特別賞もえました
。なお２２才以下で競う同部門の最年少でした

指導はピアノデサンジュ主宰の東海林也令
子会員

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku
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青い海 蒼い大地
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．

例会 予定
高輪真智子様 「鏡花の世1/11
界」～おはなしと朗読～

（水）金沢 新年合同例会1/17 8RC
※18:00 金沢全日空

（ ）1/18 1/17８ＲＣ新年合同例会
に振替
佐藤毅一郎様（日本銀行支1/25
店長 「最近の金融経済の動）
向」
島村正樹様（県中央病院泌2/1

尿器科医師 「性感染症につ）
いて」
鈴木艶子様（夢らく商事社2/8
長）
《家族例会》入船亭扇治師匠2/15
西のぼる様 「挿入画」2/22

篠笛独奏の村田祐一 会員

ようこそロータリーへ
新会員 申東奎さん

SHIN DONGYU
会員 入会 Ｓ 生 男性No 68 H19.1.11 21.9.23
整形外科医
野町広小路病院 院長

921-8022 9-23〒 金沢市中村町
076-245-1522 076-245-2554Ｔ Ｆ

920-0863 9-24自宅 〒 金沢市玉川町
Ｔ Ｆ076-261-5884
推薦人 金沂秀、西村邦雄
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『手に手つないで』点鐘 SONG
四つのテスト

皆さん 明けましておめでとうご会長 挨拶：
ざいます。今年も昨年以上によろしくお願いし
ます。今日から申先生が我々の仲間に加わって
いただくことになりました。申先生は後で金会
員が紹介して下さるとは思いますが西村・村田両会員と僕の一
学年上の金沢大学医学部の 年卒業で、大平会員と同じく金S47
沢大学第一外科の消化器グループで研鑽されました。現在は野

町・広小路医院を開業されておいでます。お正月早々我々にとってはめでたくてうれしい話ですが、世間では暗い
話もありました。でも、１月６日の土曜日金沢パイロットクラブが主催して講演とチャリティコンサートが文教会
館でありました。講演は私が「脳梗塞から復帰して」と題して行い、コンサートは「窓ぎわのトットちゃん」を富
山パイロットの援助で行いました。当初は観客の入りを不安がる声もあったのですが、約６００席の会場がほぼ満

。 。杯に近い盛況を見ました これも皆様方の協力によるものと感謝しております
鏡花劇場髙輪 眞知子（たかなわ まちこ）様 北山真美夫人特別ゲスト
二木秀樹会員、池田裕之会員 石丸幹夫会員 宮本薫子会員誕生祝 1/2 1/7 1/20

大平政樹会員 谷伊津子会員1/27 1/31
バッジの贈呈 申東奎（しん とんぎゅう）会員 職業分新入会員の入会式

類：整形外科医 ①推薦者：金会員より紹介 ②自己紹介
①おめでとうございます。 ②申幹事 報告 委員会 報 告 江守幹事

先生 ようこそ。③１月６日のパイロットクラブの会に沢山来られまして有難
うございました。 《 食 事 》

15,000 438,740 5,290,760-ニコニコＢＯＸ ￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥
謹賀新年 申 東奎先生ようこそ。これからロータリアンとしてお願い致します。 申先石丸会員 金会員

生 ようこそ。楽しくやりましょう。 あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願いしま西村会員

二木会員 水野会員す。 おめでとう御座居ます。母校の先輩、鏡花のおはなし楽しみにしています。

新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。 新年あけましておめでと村田会員

うございます。髙輪様の卓話、楽しみにしています。申先生、ご入会歓迎します。ロータリーライフを楽しんで

ください。 新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。先日のパ木村陽子会員

、 。 。 。イロットクラブ コンサート盛会で良かったです 江守先生のお話も大変ためになりました お疲れさまでした

髙輪 眞知子（たかなわ まちこ）様講話の時間 『 鏡花の世界 』～おはなしと朗読～
略歴：１９７３年、東京ドラマスクールを卒業後、金沢でドラマ工房「ピコロ」を結成、別

役実作品に挑戦。９０年より制作集団「鏡花劇場」に参加。泉鏡花作「絵がたり滝の白糸」

の白糸役 「酸いも甘いも 「白梅は匂へど 「海を歩いて （以上、松田章一作、荒川哲生演。 」 」 」

出 「ガラスの動物園 （テネシーウィリアムズ作、荒川哲生演出 。９４年、金沢ジャンジ）、 」 ）

ャン公演「愛をこめてあなたを憎む （リンダ・マーシャル作、荒川哲生演出）に出演。同作」

品は演劇ファンの要望で、２年後に再演された。演劇人生３５年に達し地元演劇界の代表的女優。特に荒

、 。 、 「 」川哲生演出による 松田章一作品に数多く出演 ９９年 金沢市民芸術ホール５周年記念事業 芝居 幽月

（泉鏡花記念金沢戯曲大賞、奨励賞受賞作品、荒川哲生演出）では、作者パティ・クリスティナ・ウィリ

スの強い要望で参加、初の二役に挑み好評を得た。

２０００年、泉鏡花記念館開館１周年記念公演 朗読劇「湯島の境内」に出演を機に出前公演を企画し参

加する。２００１年、泉鏡花記念館開館２周年記念公演 朗読劇「山吹 、開館３周年記念公演 朗読 「化鳥 、開館５周年記念公」 」

演、朗読劇「海神別荘」に出演する。２００３年８月「この子たちの夏 、２００４年３月金沢市民芸術村ドラマ工房創造発信事」

業「おーい幾多郎 （池田むかう作、西川信廣演出）に参加する。また、地域演劇の活性化に貢献し、平成十四年度「金沢市文化」

活動賞」を受賞する。 ２００５年４月、表川なおき、石川雅明らと共に「朗読小屋 浅野川倶楽部」を設立。県民市民を対象に

朗読講座を開講し郷土文学作品の魅力にふれると同時に地域文化のあり方を追求している。

朗読劇「滝の白糸 （泉銘花作義血侠血より）」
水芸人滝の白糸こと水島友は、高岡から石動への乗り合い馬車に乗り、青年御者（馬方）村越欣弥【物語り】

を知る。時は過ぎ、金沢なる浅の川での興行により一夜を過ごす白糸は、天神橋の上で偶然にも、かの青年御者、
村越欣弥と再会する。欣弥は、馬車会社と、商売敵である人力車夫との因縁で失業し、故細に残してきた母親を養
うために、金沢で職を探しているところであった。白糸は欣弥が学問好きで、法律家を志している事を聞き、学資
援助を申し出る。欣弥は熱涙を浮かべて白糸の志を受け、二人は一生他人たるまじと、固い契りを交わす。

年後の夏、興行中の白糸は欣弥に送るはずの学資を、兼六園で強盗に奪われる。白糸は欣弥へ義理が立たない3
と思いあぐね、園内の金持ち老夫婦の家へ忍びこみ、図らずもその夫婦を殺害してしまい、金百円を手に入れる。
後に白糸は、老夫婦殺害容疑を受け、裁判が行なわれたが、なんと検事代理として村越欣也が出廷する。欣也は、
白糸への恩義と法のはぎまで苦しみ、白糸は欣也のために喜んで自白する。欣也は私情の眼を覆い、白糸に死刑を

点鐘求刑し、大恩の上に大恩を重ねたる白糸に、二度と逢えない事を空しとし、その晩、寓居にて自殺する。

5F406 回 ホテル日航
2007.1.11

21/36 58.33%出席率

月の修正出席率 ％村田 SAA 12 84.26


