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２００８年１１月のロータリーレートは １ドル＝１００円,
地区大会が近づきました。
「立山を仰ぐ特等席富山市で語ろう未来のロータリー ” 会長の夢を語ろう”」 RI
ロータリアンとして今出来ることを一緒に考えましょう。

11/16 10:00 19:00プログラム： （土） ～11/15 11:30 19:30 （日） ～
昼食は街なかランチにいたします。街のレストランの食券を利用してください。

）多くの会員・家族の出席をお待ちしています 地区大会実行委員長 林和夫 富山みらい。 （ ）RC

地区大会の韓国からの３名のゲスト
～ の地区大会に 友情交換委員長、 前 地区総裁、 ガバナー補佐エレクト（いず11/15 16 3710朴天學 李承采 金明洙

れも南光州ＲＣ）がこられます。
（金） 小松空港 着11/14 10:55

地区大会に参加の姉妹地区韓国からのお客様の歓迎について、金沂秀会員（地区友情交換委員長）より
案内がありました。小松空港のお迎えお願いします。 宿泊 白鳥路ホテル
・歓迎会…１４日（金）１９時から白鳥路ホテル
金沢８ＲＣ新年合同例会開催のご案内

金沢８ＲＣ新年合同例会を開催致しますので多数のご出席を賜りますようお待ち申し上げております。 なお、
、当日のご出欠にかかわらず全員登録とさせていただきますが

お席の準備の都合上、下記にてご都合をお知らせ下さいます
ようお願い申し上げます。
日 時 ： 平成２１年１月１３日（火）午後 時～6
場 所 ： ホテル日航金沢 「鶴の間」4F
会 費 ： 円（百万石ＲＣはクラブで負担致します）4,000
※ 当日のご出欠を 月 日までにご返信下さい。11 28

月例会変更のご案内11
金沢東ＲＣ （月） 地区大会に振替 地区大会11/17

日（水）午後 ～11/19 6:30
金沢西ＲＣ （金）→ （水）午後 ～ 金11/21 11/19 6:30
沢国際ホテル５ＲＣ合同夜間例会に変更
金沢南ＲＣ （火） 休会11/18
金沢北ＲＣ （木） 地区大会に振替11/20
香林坊ＲＣ （月） 地区大会に振替11/17
みなとＲＣ （火）→ （水）午後 ～ 金11/18 11/19 6:30
沢国際ホテル
百万石ＲＣ （木） 休会11/27
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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 ：
相川晶代事務室 ライブ ビル 〒 金沢市此花町1 2F 920-0852 3-2 T262-2211 F262-2241 (事務局)

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

年度例会 予定 2007-2008
《 （ ） 》10/30 Ｒ財団委員会 米山奨学委員会 主催
「米山奨学会について」

地区米山記念奨学生小委員長
冨木 誠一様（金沢香林坊ＲＣ

日本の美シリーズ☆－芸能の美－☆11/6
「三味線の美しさ」

岡部将英 様（三味線） 〈洋食〉
日本の美シリーズ☆－映像の美－☆11/13
平木 孝志 様（日本画家） 〈和食〉
「百万石コレクション」 ※理事役員会会
日本の美シリーズ☆－工芸の美－☆11/20
前田 宏智 会員（金工作家 〈単品〉）
「東京芸大の現場（彫金研究室）から

例会休会11/27
《年次総会》 ※理事役員会12/4

ﾌﾗﾝｿﾜｰｽﾞ・ﾓﾚｼｬﾝ 様12/11
《年忘れ家族例会》12/18
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点 鐘
： それでこそロータリー』Song 『

四つのテスト
大統領選と株価をみると会長挨拶：

選挙しても株価はよくなってきませ
ん。空幕僚長の指導的地位ではあんな
記事を書くべきではならないと思いま
す。三浦社長の死は本当に自殺か？本

当に今は問題の多い時ですね。
岡部 将英（おかべ まさひで）様（三味線 福島）ゲスト紹介

金沢香林坊ＲＣ 小幡謙二様メイキャップ：
１日生まれ 水野 陽子 会員 ４日生まれ 東海林 也令子（しょうじやすこ）会員今月の誕生者の紹介：

２０日 〃 木下 義隆（よしたか）会員 ２７日 〃 炭谷 亮一 会員
《 食 事 》

幹事報告・委員会報告ほか
①来週の地区大会は街中のレストランでチケットで昼食をとって多田幹事：

ください。② （金） 小松空港 着で韓国から地区大会のゲスト３11/14 10:55
名がいらっしゃいますので、お迎えできる方はお願いいたします。お名前は
朴天學、李承采、金明沫の皆様です。

本年の年忘れ家族会は３Ｆラルミエール（チャペルル宮永親睦委員長：
ーム）で行います。

の会場は３ で「世界からみた日本の美」木村幸生企画委員長：12/11 F
の講話です。ゲストはフランソワ・モレシャンさんです。

11 23永原源八郎情報雑委員長： 月号のロータリーの友をご覧ください。
ページに百万石クラブの「ラオス記事」 ページに石丸夫人の短歌が15
のっています。

¥12,000- ¥343,000- ¥2,812,478-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
岡部様、本日は楽しみにしております。 本日は岡部さんのお話岩倉会長 江守巧・道子

。 、 。を楽しみにして参りました 岡部くん 今日は卓話よろしくお願い致します木村陽子会員

たのしみにして居ります。 岡部様、ようこそ！よろしくお願いします。木村幸生会員

岡部将英様、三味線とお話し楽しみにしています。米国もオバマさんに次期大統領が決村田会員

まりより良い世界になって欲しいものです。 竹田理琴乃ちゃんが全日本学生音東海林会員

楽コンクール大阪本選を第一位で通過。２９日横浜みなとみらいホールでの全国大会に出場します。

（ ） （ ）講話の時間 『 』三味線の美しさ 岡部 将英 おかべ まさひで 様 三味線 福島
【プロフィール】 一橋大学卒業 東京海上火1998.3 1998.4

災保険㈱入社 同社を退社 三味線 福島に入店2001.6 2001.7
三味線職人を目指し現在に至る

2001一ツ橋大学卒業後 東京海上火災勤務をされていましたが、 、
年に退社、金沢市にて「三味線の美しさ」にひかれこの道にはいりました。と
いいますのも、サラリーマンをして 年たち、妻と2
出会いましたが、 年ほど東京にいて金沢に来まし1
た。妻の実家が茶屋街にあり、父親が三味線を作っ
ており、この魅力に引かれました。三味線を作りた
いといいますと努力次第といわれ、中学生の時に椅
子を作ったぐらいの経験しかなかった私でしたが、
まず 鋸、ハンマーなど約 もの道具で、 ヵ月100 6
は箸作りをしました。その後、父に三味線を作って
みないかといわれました。父は一か月に一棹でした
が、私は一年に一棹でした。はじめはいい音がなか
なか出ませんでした。

父は 年前に東京で修行し、同門では優秀な弟40
子でありました。

三味線の起源は安土桃山時代でして、沖縄が少し早いです。琵琶が改良されたもので、沖縄ではにしき蛇の皮を
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20/39 51.28%出席者
9 76.29%月の修正出席率
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使いますが、こちらは猫の皮です。
三味線の構造ですが、普通 棹・胴など
に分解できますが、棹は最高６つにまで
分解できます。これは持ち運びが便利の
ほか のべ棹ですと、どうしても長年た
つとゆがみますので、今は３つ折れが主
流です。
棹の材料紅木は 年以上ねかします。棹10
の継ぎ目には金を使います。 三味線は
一棹 ～ 万円します。300 400
原木は重いものから、紅木、紫檀、花梨となっていまして、紅木は水に沈みます。
皮は猫のほか犬も使います。糸巻きやばちには象牙を用いますが、これは輸入禁止
で今は手に入りません。弦は絹糸です。－－－－－

金沢百万石ロータリークラブ年忘れ家族例会ご案内
毎年恒例のオークションやビンゴゲーム他、企画しておりますので、ご家族・ご友
人などお誘い合わせの上、ご出席頂きますようご案内申し上げます。
管理運営委員長 吉田 光穂 親睦委員 宮永 満祐美

日 時 １２月１８日（木） １９：００ 点鐘 （～２１：３０頃）
場 所 ホテル日航金沢 ３Ｆ 「ラ グランドｳ ルミエール」
会 費 会員 円8,000
御同伴者（中学生以上） 円 子供（小学生以下） 円6,000 3,000
〆 切 １２月４日（木） ＦＡＸ２６２－２２４１ 以上

khrc@quartz.ocn.ne.jpE-mail
１１月１３日（木）例会終了後 式場前室にて理事会ご案内

理事・役員 各位
役員：岩倉舟伊智 会長 村田祐一 副会長 多田利明 幹事 井口千夏 副幹事・会場監督 竹田敬一郎 会（ ）、 （ ）、 （ ）、 （ ） （
計監査）
理事：吉田光穂（クラブ管理運営委員長）
炭谷亮一（奉仕プロジェクト委員長） 魏 賢任（会員組織委員長） 西村邦雄（ロータリー財団委員長）

長）石丸幹夫（広報委員

金沢 事務局の町名が より変更 新）〒 金沢市南町４番１号 金沢ニューグランドホテル５階RC 11/1 920-0919

『友』インターネット速報 年 月 日 を配信します。ペルーの高齢者に最高の一日 2008 11 11 No.358

ペルー・モンテリコ・スルコロータリークラブは、これまで 年間、毎年、リマ周辺に住む低所得の高齢者の25
ために「ハッピネス・キャラバン」を開催してきました。このイベントでは、食事や音楽、ダンスを楽しんでもら
うだけでなく、高齢者の医療やそのほかのニーズへのサービスも提供しています。
去る 月のイベントには 人の高齢者が参加し、有名な演奏家や、ロータリアンの孫にあたるダンスのペルーチ9 320
ャンピオンが、伝統的なペルー舞踊のマリネーラを披露しました。また、高齢者たちは「クレイジー・アワー」に
も参加し、そこでローターアクターとインターアクターが風船を
手渡し、祭の帽子をかぶったロータリアンが出迎えました。
イベントの昼食は、チキンライス、ツナサンド、デザート、インカコーラ（ペルーのソフトドリンク 。これらは）
すべて、ロータリアンとその親戚、友人が用意したものや寄付したものです。食事と余興に加え、高齢者のために
ヘアカットやマニキュアのサービスも提供され、医師のロータリ
アンとその仲間が無料の診療も行いました。参加者たちは、スカーフやパーソナルケア商品などの記念品をもらっ
て帰宅しました。

『ロータリージャパン』ホームページ情報

月のロータリーレートが ドル 円になりました 「ロータリージャパン」の日本語ホームページ11 1 100 。
http://www.rotary.or.jp/contents.html
画面左側下に、毎月のロータリーレートを表示しています。国際ロータリーへの送金、ロータリー財団への寄付の
際にお役立てください

地区 ％ 最高 地区 ％ 最低 地区 ％日本地区の女性会員 割合 2610 3.74 2750 6.09 2660 1.90


