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年 月出席記録の算出に関する規定を改正する件 2006 3
234標準ロータリー・クラブ定款を次のように改正する （手続要覧第

）。 、 。ページ 次のような場合 出席規定の適用は免除されるものとする
、 。理事会は 正当かつ十分な理由による会員の欠席を認める権限を持つ

一つまたはいくつかのロータリー・クラブのロータリー歴と会員の
年齢の合計が であり、さらに出席規定の適用を免除された85 年以上
い希望を、書面をもって、クラブ幹事に通告し、理事会が承認した場

。 、 。合 その会員は 本クラブの出席率の算出に使う会員数に含まれない
その欠席も出席も出席率の算出に使わない。

！韓国訪問参加者追加募集
厳粛な会長就任式へ

とても有意義で楽しい旅です。是非ご参加を！
下記の通り スケジュールが決まりました。

ので、是非お申し込み下さい。残り３名の枠があります

６月２２日（金）小松－ソウル 仁川空港よりバスにて観12:05-14:00
光 （夕食）プンチョンの絶品！うなぎ
６月２３日（土） 薩摩焼きの古里カンジンを訪ね活魚料理（刺身）
－－（夜）南光州ＲＣ例会出席（会長就任式）
６月２４日（日）光州－ソウル ソウルにて美味しい冷麺とショッピング11:30-12:25

9:15-10:55６月２５日（月）帰路 ソウル－小松

企画委員長 北山 吉明会場変更例会のご案内
宮本玲子会員の「浅の川画廊」をお借りして会場変更例会を開催しますので ご案内申し上げます。

19:00 20:00日 時 平成１９年６月１４日（木） ～
場 所 浅の川画廊 並木町 浅野川ハイム１Ｆ9-20

076-222-5043ＴＥＬ
卓 話 髙輪 眞知子様 （浅の川倶楽部）
会 費 会員・家族 １人／ 円 （お弁当・コーヒ2000
ー・デザート）

当日の急なキャンセルの場合は、恐縮ですが会費をお
駐車場 ５台程支払い願います。

※お車の方は、ご一報下さい。
出欠〆切 ６／７（木） 事務局まで

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku
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．

例会 予定
北山吉明会員（北山クリニック院長）5/31

」「スポーツ少年と付き合ってわかったこと
矢部直嗣様「ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの作り方」6/7
《会場変更例会》於：浅の川画廊6/14

卓話：髙輪眞知子様（浅の川倶楽部）
《地域発展委員会活動 「金沢市のまちづくり6/21 》

について」木谷弘司様
（金沢市都市計画課担当課長）

《ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ 「一年を振り返って」6/28 》

京都 竜安寺の睡蓮 5/27
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ロータリーソング点鐘
『我等の生業』
四つのテスト

先週の土曜日に国会長挨拶
際交流サロンであった宮本玲子さん
の写真展に行ってきました。ちょう
どその時、石丸先生ご夫妻もお見え
でした。宮本さん自身は「私、なー
んも出来んがや！」と言ってはおい

でますが 、飾ってあった写真は本当に素晴らしく詩情と才能を感じました。、
４月以来関東地方を中心に流行していたハシカが、ついに石川県にも来たようです。１９日には金沢大学の１年

生がかかったようです。
医学部の学生の場合は、臨床実習の前に全員が予防接種を受けているようで、我々の病院で研修している今年の卒
業生は４年の秋に予防接種を受けたようです。でも他の大学は違うようです。

３月２５日に発生した能登半島地震は報道されている以上に大きな被害を出しているようです。先週はじめに人
工呼吸器をつけたまま送られてきたということで、全く意識の無い患者さんの往診を頼まれました。

熊本での「コウノトリのゆりかご」に３歳の男の子が入っていたとのことでしたが、２２日朝の東京豊島区のご
みの回収に来た人がごみの袋の中で泣いている生後間も無い女の子を見つけ助けたようです。
また、我が家の近くの鞍月４丁目で警察官が出勤前にナイフで刺されたということですが、金沢も物騒になってき
ました。 西澤和江様（バイオリン奏者） 吉田由紀子様（ピアノ伴奏・吉田光穂会員令嬢）ゲストの紹介
竹田孔徳君 石丸恭子（たかこ）夫人、北山真美（まみ）夫人、村田順子夫人、吉田千代子夫人

14,000 614 840 5,274,550-ニコニコＢＯＸ ￥ 本年度合計 ￥ ， 残高 ￥
。 。江守会長・幹事 石丸会員西澤様 吉田様 本日は楽しみにしています 西澤様 吉田様ようこそ

楽しみです。家内と一緒に参りました。 西澤様、吉田様 演奏を楽しみにしております。大平会員

西澤様、吉田様、今日は楽しみにしております。 今日は 息子を連れてきま東海林会員 竹田会員

した。バイオリンの演奏を楽しみにしています。 水 西澤和江様、吉田由紀子様の演奏を楽しみ野会員

。 、 、 。 。にしています 西澤和江様 吉田由紀子様 本日はようこそ 演奏楽しみにしています宮本薫子会員

バイオリンの演奏楽しみにしています。吉田さん、前回は 欄間のお話ありがとうございま村田会員

した。六道輪廻を今の子供達にも伝えて行かねばと思いました。

《 食 事 》
『 バイオリン演奏 』講話の時間

西澤和江様（バイオリン奏者） 吉田由紀子様（ピアノ伴奏・吉田光穂会員令嬢）

ベートベン作曲 スプリングソナタ（春）他 アンコール 千の風曲目

３才からヴァイオリンの手ほどきを受け県立金沢二水高校を経て 東京藝術大西澤 和江 様 プロフィール
学、同大学大学院音楽研究科修士課程を修了。同大学で安宅賞を受賞 第５６回日本音楽コンクール第１位入賞

第２２回ロン・ティボー国際音楽コンクール 第３位入賞 石川県文化活動奨励賞 石川テレビ奨励賞
大賞 第１回石川県文化奨励賞 受賞KANAZAWA TOYP

、 。 、１９８８年 金沢でリサイタルを行って以来 国内外で演奏活動を行う オーケストラアンサンブル金沢との協演においては

故岩城宏之氏、故榊原 栄氏、ジャック・マルティン・ハンドラー氏、姜建華氏、ジャン・ルイ・フォレスティエ氏、ジョアン

・ファレッタ氏等と協演。ヤン・クレンツ氏指揮でポーランド国立放送交響楽団等とも協演。その他 ＮＨＫ、ＦＭでの出演や

石川県音楽文化振興事業団主催のコンサートをはじめ、国民文化祭石川‘９２や文化庁芸術祭などに出演。

吉田光穂会員ご令嬢 県立金沢二水高校を経て東京音楽大学ピアノ科卒業。吉田 由紀子様 プロフィール
金沢大学大学院教育学研究科修士課程修了。

回 家族例会423
2007.5.24ホテル日航

21/37 56.76%出席率
82.64%４月の修正出席率

紹介 吉田光穂会員

西澤さんと吉田さん


