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！r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！

６月２２日（金）小松－ソウル 仁川空港よりバスにて観光 （夕食）プンチョンの絶品！うなぎ12:05-14:00
（ ） （ ） （ ） （ ）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

江守巧 江守道子 金沂秀 朴英子 岩倉舟伊智 村田祐一 村田順子 西村邦雄 水野陽子 谷伊津子出席者：
福間祐 福間真佐子 上杉輝子 の皆さん

金沢地区ＲＣ例会変更お知らせ
金沢西ＲＣ ６月２９日（金） 最終夜間例会 １８：００ 都ホテル
金沢南ＲＣ ６月２６日（火） 最終夜間例会 １８：３０ ホテル日航金沢

７月 ３日（火） 夜間例会 １８：３０ つば甚
金沢北ＲＣ ６月２８日（木） 最終夜間例会 １８：３０ 松魚亭
香林坊ＲＣ ６月１８日（月） やれやれ会 １８：３０ エクセルホテル東急

会場変更例会のご案内
企画委員長 北山吉明：宮本玲子会員の「浅の川画廊」に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） ～
9-20 076-222-5043場 所 浅の川画廊 並木町 浅野川ハイム１Ｆ ＴＥＬ

卓 話 髙輪 眞知子様 （浅の川倶楽部）

6/7会 費 会員・家族 １人／ 円 （お弁当・コーヒー・デザート）2000 駐車場５台程 出欠〆切

金沢百万石ＲＣのホームページをご覧になっていますか？
http://www17.ocn.ne.jp/~hrc/

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku
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青い海 蒼い大地
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(役員 江守巧 （役員 金沂秀 （役員 北山吉明 斎木妙子理事・役員 会長 ： 会長ｲﾚｸﾄ ： 副会長 ：） ） ）

（役員 江守道子 宮本薫子 二木秀樹幹事 ： 副幹事： 会計： 直前会長：） 池田裕之
村田祐一 東海林也令子クラブ奉仕委員長： 職業奉仕委員長： 社会奉仕委員長斎木妙子 ：

村田祐一国際奉仕委員長： 新世代委員長：大平政樹 水野陽子 監査：後出博敏 例会： ：宮崎芳弘 SAA
石丸幹夫 吉田昭生RC 情報： 広報： 増強拡大：岩倉舟伊智 修練選考：木村陽子 宮永満祐美 会報：

炭谷亮一 木場紀子 北山吉明 木村幸生 西村邦雄 土田初子企画： 親睦： 友好： R 財団
谷伊津子 相川晶代米山委員長：吉田昭生 地域発展： (事務局)

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 ：
1 2F 920-0852 3-2 T262-2211 F262-2241事務室 ライブ ビル 〒 金沢市此花町

E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp URL http://www17.ocn.ne.jp/~hrc/ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
土日祝日事務局執務時間 月火水金 ： ～ ： 木 ： ～ ： 休憩時間 ： ～ ： 休日10 00 16 00 15 00 20 30 12 00 13 00
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例会 予定
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につい6/21 》
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 》
金 沂秀新年度会長 所信表明7/5
潮田資勝様（北陸先端科学技術大学院大学学長）7/12
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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
皆さん今晩は会長挨拶

今日は偉い政治家の方がここ日航
ホテルにお見えで、会場が変更にな
ったそうです。

テレビでも「ハロー、コムスン」
と言って、派手に宣伝していた訪問

看護最大手のコムスンが厚生労働省から介護事業所の指定を打ち切られると言うことです。コムスンについては以
前からいろいろとよくない評判が聞こえてきました。我が国の高齢者に対する方針も猫の目のようにころころ変わ
り一定はしませんが、報道によるとかなりエゲツナイ方法で高齢者を食い物にしていたようです。石川県ではあま
り大きな影響は無さそうです。

話は変わりますが申先生の出身地の近くにある勝山の越前大仏のお寺の五重塔が競売に出されるようです。興味
のある方は是非とも頑張って競売に参加されてください。関西でタクシー会社を経営されていた方が、昭和の末に
建立されたそうで、一時は の列車の中にもポスターがありました。最近は訪れる人も少ないようです。JR

特別ゲストの紹介矢部直嗣様 ビジターの紹介金沢南ＲＣ 新保彈次様
《 食 事 》

①次年度 ＩＭ開催 ホスト：白山石川ＲＣ 日時 平幹事報告・委員会報告 その他 江守道子幹事
成２０年３月８日（土）１３：３０点鐘 場所 松任文化会館・松任グランドホテル
②次年度各委員長は、活動方針・予算の提出のお願い（〆切： ） チケットのご案内6/11

ニコニコＢＯＸ
¥18,000- ¥644,840- ¥5,304,550-本年度累計 残高

今日は、矢部さんの話です。宜しくお願いします 大和８Ｆ「日本江守会長・幹事 木場会員

伝統工芸 染色展」宜しくお願いします。９日午後１時から北ロータリーの二塚会員の列品解説です。

石川県ピアノ協会「第７回ピアノ協奏曲の午後」は 皆様のご支援のお陰で盛会にて東海林会員

終えることができました。会場をお借りしてお礼申し上げます。有難うございました。 宮宮永会員

永です。父の葬儀には有難うございました。 矢部様のホームページのお話でもっと勉強し石丸会員

たいと思います。宜しくお願い致します。 矢部様、ようこそ。卓話楽しみにしてい宮本薫子会員

ます。 矢部様「ホームページの作り方」宜しくお願いします。来週は、宮本様の会場変村田会員

更例会楽しみにしています。 南ＲＣの新保です。久しぶりにメーキャップ南ＲＣ 新保彈次会員

に来ました。 矢部様、ようこそ。卓話楽しみにしています。 日航ホテル西村会員 土田会員

で会合があり久しぶりに例会に顔を出せました （ 例会修了後に預かり）。 5/31

「ホームページの作り方」 矢部直嗣様講話の時間

江守巧会長：矢部君は 才私の下の子と同年で28
す。 年前、お父さんの主事医をしました。私の所3
の江守歯科のホームページを作ってもらいました。
やはり自分で作るのと違って
プロの出来映えです。

フットサルのチームのＨＰを例に大変綺麗な
アミメーションをいれたもので、質疑応答をいれて
ＨＰについて解説されました。

点 鐘

、 、６月の理事役員会 2007.6.7 例会後ホテル日航 出席者 江守巧 金
江守道子、宮本薫子、村田、水野、木場、吉田昭生、石丸、西村

議題 ①南光州ＲＣ公式訪問に際
し、土産・ニコニコボックスの金額

（ 、 、 ）を一般会計 友好 親睦 国際奉仕
より支出 承認

②ベルギー短期交換学生受入
（ )ホストファミリーについ8/20-27
てのお願い（地区申請〆： )6/28

③次年度の新世代委員会より メイクアウイッシュ・オブジャパン
への寄附は新世代からはずし、国際ハートエキスポへ寄附したい。承認

回 家族例会425
2007.6.7ホテル日航

15/37 40.54%出席率

82.64%４月の修正出席率


