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次期国際奉仕委員長 齋木妙子金沢百万石ＲＣ ラオススタディツアー参加のお願い
１０周年記念事業のラオスＩＴ教育センター開校式典・パーティーにできるだけ多くの参加をお願い致します。

下記の日程の他に 月 日（金）～ 日（月）の日程も計画中です。ご都合の宜しい日程でお申し込み下さい。7 25 28
１）旅行参加人員 １０名
２）旅行費用（ の費用）１７５，０００円（ツインご利用） １９５，０００円（シングルご利用）7/23-28
３） 月 日（金）～ 日（月）の日程も計画中7 25 28
４） 申込みは、齋木又は、事務局まで

小松空港 発 大韓航空 便にて空路仁川空港へ12:00 KE776 776
仁川空港 着 仁川空港着 機内食7 23月 日 13:55

仁川空港 発 大韓航空 便にて空路シエムリアップ空港へ 着 シエムリアップ（泊）17:50 KE687 867 21:10
（ ）7 24月 日シエムリアップ 終日 専用車 世界遺産のアンコールワット観光 シエムリアップ 泊

シエムリアップ空港 発 ラオ航空にて空路、ビエンチャンへ7 25月 日 10:05QV522
ビエンチャン空港 着 ビエンチャン空港着 ビエンチャン（泊）13:00

ビエンチャンラオス 教育センター開校 式典 完成記念パーティー 夕食 ビエンチャン（泊）7 26月 日 IT
ビエンチャン空港 発 タイ航空 便にて空路バンコク空港 着 専用車 バンコク空7 13:50 TG691 691 14:55月 日27

港着、バンコク市内観光（車窓より）バンコク空港 発 大韓航空 便にて空路仁川空港へ22:45KE652 652
月） 仁川空港 着 仁川空港着 乗り継7 28月 日 6:00

ぎ～ 夕食 × 仁川空港 発 大韓航9:10 KE775
空 便にて空路小松空港へ 小松空港 着775

お疲れ様でした。 金沢１２：３０頃帰着。10:50

宮本玲子会員の写真展 淺野川画廊にて6/10

インド旅行での原住民の人物像は大変迫力があり、
素晴らしい作品ばかりでした。 石丸幹夫
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年度例会 予定 2007-2008
ソプラノ歌手岩田志貴子様6/5
会員卓話6/12
《社会奉仕委員会主催講演会Ⅲ》6/19

ガート Ｔ．ウエスタハウト 氏（金城大短
期大部准教授）

年度最終例会6/26 07-08
『一年を振り返って』

新年度岩倉舟伊智会長 「所信表明」7/3
中谷安宏様（感染症専門医 「アメリカの生活を7/10 ）
振り返ってみて」 於：招龍亭
栗城多史様（ソロアルピニスト） 理事役員会7/17
休 会7/24
未定7/25

その他予定
京都北東ＲＣ 周年例会★ （祝）7/21 20

★ ラオスＩＴ教育センター式典・完成記念パーティ7/26
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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

挨拶：西村邦雄副会長
本日はややうっとうしいひです
が、木場紀子酸の伝統工芸展の
特別賞や山下公一先生の医科大
学理事長就任などおめでとうご

ざいます。 ゲストにソプラノの岩田志貴子様とピアノに浅井暁子様をお迎え致しました。
岩田志貴子様（ソプラノ歌手）浅井暁子様（ピアノ奏者） 年度国際親善ゲスト紹介 009-2010

奨学生 古市(ふるいち) 牧子様
金沢香林坊ＲＣ 柿本盛敏様ビジターの紹介

６日 魏 賢任（ぎ けんにん）会員 １７日 永原 源八郎会員今月の誕生者の紹介
さんより一言： 金沢美大美術学部学生です。国際親善奨学生 古市牧子

年の国際親善学生に合格致しました有難うございました。フラン2009-2001
ス・ナント美術学校留学を希望しています。

《 食 事 》
幹事・委員会報告

京都北東 周年例会に宮永満祐美親睦委員長： RC20
沢山のご出席を有難うございました。予算をオーバ ーしましたのでよろ
しくお願いします。ラオスの方にもお願いします。

京都は 名ほどですが、ラオ岩倉舟伊智次期会長： 25
スは今９名です。何もないところですが今行かないとチャンスはないで
す。お願い致します。

私の韓国語の先生の金正逸氏の陶芸作品展をご紹介致し江守道子会員
ます。 ～ で堀川町 武藤ビル のアトリエ です。6/9 29 9-14 2F K

8,000- ¥625,963 ¥4,607,012-ニコニコＢＯＸ ￥ 本年度累計 残高
「うりひめとあまじゃく」のオペラに沢山の方が来て下さり、有難うございました。楽しい北山会員

相良会経験でした。本日は、歌姫岩田志貴子さんです。うれしいですね。こんな方の歌が聞けて。

岩田さんの歌でつづる卓話を期待しています。 岩田さんの歌と卓話を楽しみ員 東海林会員

にしています。 皆様、こんばんは。他用の為途中でいなくなります。宜しくお願いします。村田会員

講話の時間
岩田志貴子様（ソプラノ歌手） 浅井暁子様（ピアノ奏者）

紹介
プログラムでは外部からお呼び北山吉明企画委員長

するのはこれが最終です。私にふさわしく歌で締めた
。いと思いまして岩田さんと浅井さんに来て貰いました

岩田様は イタリアに留学をされ、ミラノでもコン
サートをしました。金沢市にはご主人が金沢大学の先
生をされていますので、こられました。また 浅井様
は ピアノを東京芸大 ニューヨーク大で学び作曲も
されます。

＊プログラム＊
ヘンデル：オンブラ・マイ・フ
成田為三：浜辺の歌
中田喜直：悲しくなった時は
プッチーニ：オペラ「ジャンニ・スキッキ」
より”私のお父さま”
プッチーニ：オペラ「ラ・ボエーム」より”
私が街を歩けば”
ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女（ピアノソ
ロ）
ヴェルディ：オペラ「椿姫」より”不思議だ
わ～ああ、そは彼の人か～花から花へ”

点 鐘アンコール 浅井暁子編曲”ふるさと ・・・皆様とご一緒に。”

回471
6.5. 2008ホテル日航

25/40 62.50%出席率
92.31%４月の修正出席率


