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高輪真知子さんから公演のご案内
過日、当クラブで朗読していただいた高輪真
知子さんです。チケット購入ご希望の方は私
（江守道子）か、直接申し込んでください。
”第 回泉鏡花記念金沢戯曲大賞”受賞作品3

泉鏡花作 「照葉狂言」より 「おり
づる」 大谷 護作 ふじた あさや

月 日(木) ： 開演（ )枚11 8 19 00
月 日(金） ： 開演 （ ）枚 ： 開演 （ ）枚 自由席なのでお早めに！11 9 15 00 19 00
前売りチケット料金 一般 円 学生2000

円 当日チケット料金 一般 円1000 2300
学生 円1200

ＴＥＬ ＦＡＸ Ｅ076-261-0883 076-261-8999
Asanogawa club.email.ne.jpメール ＠

歓迎パーテイ―を開催します。ご出席を
地区大会に よ姉妹地区である韓国３７１０地区

、 、 、りＲＩ会長代理 友情交換委員長 次期ガバナー
次期地区幹事の方々がご出席されます。ご家族同
伴でご出席下さい。

（日） 金沢白鳥路ホテル10/21 18:00
当クラブの姉妹クラブ南光州ＲＣからおなじみの

来られます。朴先生が友情交換委員長として
ゲストは高錫太 会長代理、朴天學友情交換RI

委員長、金容承次期ガバナー、安星彰次期地区幹
事です。

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku
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青い海 蒼い大地
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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
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年度例会 予定 2007-2008
米山奨学生 朴今香（パクキンカ）さん 北陸先端科10/18

学技術大学院大学修士
申 東奎会員（野町広小路医院）10/25
《地域発展委員会主催》金沢市環境保全課『地球温暖化11/1
防止』～身近な私達にできること～
片桐 和喜様 （ 法人フィル・ジャパン・フレンド11/8 NPO

シップ理事長 （仮題 『緊急車両の寄贈事業について』） ）
～日本で使用済みの緊急車両が海外で再び活躍～
会員卓話：多田 利明会員（多田与㈱ 代表取締役11/15
職業分類；婦人服販売）
休 会11/22

《社会奉仕委員会事業主催講演会》マーク・エルウエル11/27
氏（白山インターナショナルスクール代表 （仮題 『こ） ）
れからの日本の子供達に必要な教育とは・・・』

石丸幹夫紅葉の黒部平 10/13

クラブ創立10周年記念例会
10/112008.4.19 18:00 準備委員会
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点 鐘
ロータリーソング 『それでこそロータリー』
四つのテスト

今日は金会長がお休みなので、村田村田祐一副会長挨拶
が代理を勤めます。 急に寒くなりましたが皆様風邪を引
かないようにしてください。 わが国の厚労省や社会保険
庁のお役人に任せていると自分の健康は守れません。 自
分の健康は自分で守る気構えが必要です。私は還暦に向け

RCて健康を維持するために、先ず悪い歯を道子先生にお願いして治してもらっているところです。 我が百万石
には歯科医、各科の医師がいます。何かあったら早めに相談してください。それでも駄目だったら、至れり尽くせ
りの会ですのでお坊さんに引導を渡していただけます。とってもすごい会です。
特別ゲストの紹介 ：：荢野 憲夫（あさの のりお）様（九谷焼作家）

金沢香林坊ＲＣ 小幡謙二様ビジターの紹介
５カ年 村田祐一会員皆出席者の顕彰

《 食 事 》
幹事報告・委員会報告

： 来週の例会場は３Ｆから通常通り５Ｆに変更になりました。２０日・２１日の地区大会の登録者宮永副幹事
はネームプレートをお渡ししますので、帰りに登録を確認の上、お持ち帰り下さい。

本日例会後会合をします。吉田昭生 周年委員長：10
①出席免除会員も出席しますとクラブの出席率が上がるように 年の 規定審議委石丸幹夫会報委員長： 2007 RI

員会で改正されました（会報 号参照 。②地区大会の 地区からのゲストは高錫太 会長代理、朴天學友441 3710 RI）
情交換委員長、金容承次期ガバナー、安星彰次期地区幹事です。 午前 時小松空港着です。お出迎え出来る10/20 11
方はよろしくお願いたします。

パイロットクラブへの御協力ありがとうございました。江守道子前幹事：

-ニコニコＢＯＸ ¥12,000- ¥265,263 ¥5,583,647本年度累計 残高
本日の講師 荢野先生 よろしくお願い致します。私の家内の短歌が「ロータリーの友」に載りました 「入りたる“石丸会員 。

青の洞窟”静もりて闇に広ごる青白き水面」恭子 １０月７日（日）第１２回全国統一パイロットウオー江守巧・道子会員

クも約１８０人の参加で無事終わりました。会員の皆様には物心両面にわたりお世話になり有難うございました。三つの福祉団

体に寄附させて頂きました。来年度も宜しくお願い致します。 宮本玲子会員、北國写真連盟の最高賞受賞おめで炭谷会員

岩倉会員 村田会員とうございます。 、建築デザインの石川県知事賞受賞おめでとうございます。賞金で一杯やりましょう。

吉田光荢野憲夫様、卓話楽しみにしています。急に寒くなりましたが、皆様カゼなどひかないようにお気を付け下さい。

荢野様、ようこそいらっしゃいました。 荢野憲夫様ようこそ。本日は宜しくお願い致します。穂会員 井口会員

《 食 事 》
（ ） （ ）講話の時間 『 』青に染まれば・焼き物と私 荢野 憲夫 あさの のりお 様 九谷焼作家

北山吉明企画委員長 秋たけなわキンモクセイ薫る芸術の秋です。先生は 年生講師紹介； S22
まれで、片山津の方で、東海大学工学部をでられましたが、焼き物に魅せられ 、京都から 年、 1981
故郷にもどられました。

同じ青でも石川と九州では違って見えま講 話
す。個展をすると違った感触を受けます。もともと縄
文や弥生の時代は窯はなく ろくろもありませんでし
た。日本の焼き物は全て中国と朝鮮から来ました。唯
一日本本来の焼き物に志野焼があります。其処でも中
国のマネをしても出来ず磁器ではありませんでした。
私は京都の御茶屋に居候していまして、其処の主人に

いろいろ教えられました。其処の庭や屋根などの仕
事をして自然の面白さに引かれました。青い色は釉
薬そのものの他 焼く温度で色合いが変わります。
これは本当にデータの蓄積がないとわかりません。
まさに産業廃棄物の山になります。－－－－－－

点 鐘

谷伊津子ディナー会員 消息
コンサートのご案内

（日） 金沢ニューグランドホテル 食事 ５ 銀扇の間12/2 pm5:30 F
コンサート ４ 金扇の間 歌のテーマ 『生きる・・・そして、ときめき！』pm6:30 F

お料理『体にやさしい薬膳料理』 是非お出かけ下さいませ。心よりお待ち致しております。
T&F247-2219 090-8093-8093 E-mail utahime@p2222.nsk.ne.jp携帯

回442
5F 2007 10.11ホテル日航

10/11 63.16%出席率
86.84%９月の修正出席率


