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2ガバナー補佐訪問日 月 日（木） 全員出席でお願いします。9 13
各委員会活動の報告をしてもらいます。

ガバナー・エレクト事務所開設のご案内
〒 富山県富山市桜橋通り 名鉄トヤマホテル ５０６号室930-0004 2-28
TEL 076-407-4077 FAX 076-407-4088 E-mail takayanagi08-09@rotary2610.jp
執務時間 午前１０時３０分～午後４時３０分 （土・日・祝日は休みです ）。

※なお、当事務所は 年 月 日よりガバナー事務所となります。2008 7 1
年度 ガバナー 高柳 功2008-2009
年度 地区幹事 津川 淳2008-2009
年度 地区財務委員長 河口 保夫2008-2009
年度 ロータリーの友地区委員 荒井 泰晴2008-2009
年度 地区副幹事 吉田 栄一（筆頭地区副幹事）齊藤 惠三 小林 憲夫2008-2009

藤澤 徹 長岡 隆志 宮本 佐智夫 黒澤 敏
川崎 洋子 杉本 裕史 茂 飛見 丈行

事務局長 大浦 彦吉 (上記富山中 所属)RC
事務局員 河上 一文

他クラブの例会変更
金 沢ＲＣ 月 日（水) 観月会 金城楼 ： ～ 月 日（水） 休 会10 10 18 00 10 31
金沢東ＲＣ 月 日（月） 地区大会に振替のため休会10 22
金沢西ＲＣ ９月２１日（金） 観月例会 和田屋 ： ～18 00
金沢南 月 ９日（火）休 会 月 日（火）観月会 ホテル日航RC 10 10 16

金沢 ： ～18 30
金沢北ＲＣ ９月２７日（木） 観月例会 松魚亭 ： ～18 30

月 日（木） 地区大会に振替のため休会10 25
香林坊ＲＣ 月 日（月） 観月会 金城楼 ： ～10 1 18 30

月 日（月）地区大会に振替のため休会10 22
みなとＲＣ 月 ９日（火） 休 会10

全員出席でおガバナー補佐訪問日9月13日（木）
2委委員会活動員会願いします。

クラブ要覧に基づいて委員長は委員会の活動報告を
してもらいます。

（ ）柳生好春 石川第一分区Ｂガバナー補佐 野々市ＲＣ
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例会 予定
年度2007-2008

馳 浩様（衆議院議員）8/30
２次会 座だん例会後

「衆参にねじれた国会のゆく
え 「モンスターペアレント」」

（ ）9/6 東修・知英ご夫妻 演劇人
ガバナー補佐 柳生好春9/13

（野々市 ）RC
「 」例会終了後 クラブ協議会

出席者全員
ジミー牛島様9/20

「子供達の武術大会 アin
メリカ」
《ガバナー公式訪問》9/27

久保順一ガバナー

年度2007-08 >
(役員 金沂秀 （役員 岩倉舟伊智 （役員 村田祐一、西村邦雄理事・(役員) 会長 ： 会長ｲﾚｸﾄ ： 副会長 ：） ） ）

宮永満祐美、宮本薫子 江守巧幹事 ： 副幹事： 会計： 直前会長：（役員 野城勲） 池田裕之
江守道子直前幹事：

西村邦雄 斎木妙子 竹田敬一郎クラブ奉仕委員長： 職業奉仕委員長： 社会奉仕委員長：
吉田光穂国際奉仕委員長： 新世代委員長：江守巧 村田祐一 監査：後出博敏 例会： ：大沼俊昭 SAA

水野陽子 吉田昭生 石丸幹夫 炭谷亮一RC 情報： 広報： 増強拡大： 修練選考：会報： 魏賢任
北山吉明 炭谷亮一 二木秀樹企画： 親睦： 友好：木下義隆 ：R 財団

相川晶代米山委員長：木場紀子 谷伊津子 (事務局)地域発展：

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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点 鐘
『手に手つロータリーソング

ないで』
四つのテスト 会長
会長 挨拶：

（卓話者）東特別ゲストの紹介
修 様・千絵様ご夫妻（演劇人）

金沢南ＲＣ 神谷ビジターの紹介
昌利様

４日生まれ 吉田光穂（みつほ）会員 多田利明今月の誕生者の紹介
会員 日生まれ 申 東奎（とんぎゅう）会員23
《 食 事 》

。幹事報告・委員会報告 野城勲幹事：①来週はガバナー補佐の訪問例会です
クラブ要覧をおわすれなく。本日例会後クラブ創立 周年の打ち合わせをしま10
。 。 、 、す ② 締め切りで高校生の留学のご申し込みを 映え建国は米国 カナダ9/10

オーストラリアです。③災害見舞いの寄付はちくで 円になりました。3,933,85
当クラブは 円でした。 ④ の地区大会指導者セミナーがありま36,000 10/20

す。 四大奉仕委員長はセミナーへ出てください。
吉田昭生クラブ１０周年委員長：本日例会後ここで１０周年委員会をします。

-ニコニコＢＯＸ ¥11,500- ¥223,910- ¥5,466,630本年度累計 残高
金 会長 野城幹事本日東様、宜しくお願いします。皆さん、暑さももう少し、頑張ろう。

東 修様・千絵様本日の卓話宜しくお願いします。内孫が誕生し毎日寝不足気味です 「じいちゃん」の。

仲間入りとなりました。 東 修様と奥様千絵様をお迎えして。楽しいお二人のお話です。北山会員

ワクワクしています。 本日の卓話東様、有難うございます。私の家内の短歌がロータリ石丸会員

江守巧会ーの友に載りました 「二胡の音は遙かな国へと誘いゆく 眼閉ずれば内蒙古草原 石丸恭子」。

員 申 会員まだまだ暑いですネ 「朱蒙」を見て寝不足です。本日は東様、宜しくお願いします。。

今月が誕生日です。本日の卓話楽しみにしています。

東 修 様・千絵様ご夫妻（演劇人）講話の時間 「芸術村とコミュニケーションワークショップ」

年金沢市生まれ。明治大学を卒業後まもなく、金沢市街地に常設小屋を持つ「劇団セブ【東 修 様プロフィール】1955
ンスターズカンパニー」の副代表として設立に参加。 年に「劇団 ＳＨＯＷ」を設立し、代表になる。 年退団後、児童劇86 110 96
団「ステージ・アウラ」の主宰者なる。 年「オフィス・ステージ・アウラ・ムーブメント： 」を設立し、新たにプロ97 O.S.A.M

2001デュース型公演活動を開始 同年より 金沢市民芸術村ドラマ工房ディレクター・石川県立中嶋高校演劇コース講師になる。 、 。

年 月から金沢学院短期大学言語コミュニケーション学科講師。ナレーター・ＣＭタレントとしてＣＭ出演多数。タレント演劇4
学校講師。舞台芸術財団演劇人会議会員。日本演出者協会会員

高校卒業後、金沢放送劇団を経て劇団セプンスターズ☆カンパニーに入団。つかこうへい、清水【東 千絵様プロフィール】
邦夫、武内銃一郎等の作品やオリジナル作品に出演。

年に出産のため活動を休止。 年より地元ＣＭ、番組、企業ビデオ等の出演やナレーションを中心に活動を開始。 年1984 1986 2001
には映画「大河の一滴」で渡部篤郎、安田成美に方言指導。ＮＨＫドラマ「海図のない旅」では柄本明に方言指導と活動の場を

広げている。最近は 「蜃気楼 「お～い幾多郎」等で演劇活動も再開。根上総合文化会館で朗読教室講師を務める。、 」

年に金沢市の市民芸術村が出来ました。芸術工H18
房が３つあり、２４時間使用出来ますが、１時間 円1000
で１日は 円です。管理は大変ですが、自主運営で各4000
自責任をもってやります。この方が返って、事故もない
様です。こうして１１年たちましたが演劇村として安価
で市民と交流する事ができました。この度、障害者のか

10/7たを含めての地域社会とのかかわりなどについて、
。に市長をお呼びしてのシンポジュウムを予定しています

さて、子供達とのコミュニケーションをスムーズにす
るには 即興劇で遊ぶ、即ち自己表現方法の体験をして

もらい楽しく仲間入りする方法があります。 今「手にてつないで」を歌いました
が、手を繋ぐゲームをしてみましょう。これによって、引っ込み思案の人も今自分
もここにいていいんだ、ここはそういう場所なんだと思う様になります。特に高校
生にはこのような楽しみがなく、なかなかうまくいかないのですが、手繋ぎのゲー

点 鐘ムを通して勝ちたい人も引っ込み思案の人も、楽しめる様になります。

回437
5F 2007 9.6ホテル日航

20/39 51.28%出席率
8 88.46%月修正出席率


