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非常に有名な存在になりました。皆 真剣に学んでいました。

、 、 。 。 、３人の先生が指導 希望者が 人もいて 人が受講しています 我々の努力は開花しつつあります 是非600 420
会員の皆様ラオスへ行って来ましょう。国内では有名になり各地から見学に来ています。 炭谷亮一

にラオスの記事がのりました。THEROTARY-NO-TOMO Rotary atWork p24
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点 鐘
』Song：『 R-O-T-A-R-Y

四つのテスト
炭谷会員がお岩倉舟伊智会長挨拶：

正月に中村さんとラオスに行かれまし
た。パソコンはよく整備されており、
また皆様よろしくお願いします。
ゲスト紹介： 卓話者）田中 久雄（

（ ） （ ） （ ）様 加賀万歳保存会 会長 オブザーバー 片岡 達男 様 ハーモナイズ 代表取締役
石丸会員 同伴

ビジターの紹介
誕生お祝い： 二木秀樹会員 石丸幹夫会員 大平政樹会員 谷伊津子会員21/2 1/7 1/27 1/31

幹事報告・委員会報告 その他
しばらく御無沙汰して北山吉明ロータリー広報委員長：

2009おりました。イタリア セストリエールでの障害者の
アルペン・ノルヂックスキー世INAS-FID

界選手権にかける西村潤一さんを応援し
ています。是非今回がラスト試合です。
ご協力下さい。

1/13 8RC多田利明幹事： （火）は市内
の新年合同例会です。ホテル日航４Ｆで

金沢市午後 時からです。本日例会後に次年度理事役員会をします。6
緑の街作りのために基金をの

¥29,500- ¥474,136- ¥1,430,326-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
皆様、新年明けましておめでとうございます。田中様のおめでたい加賀万歳、有り難うございます。岩倉会長

多田幹事 石丸会員あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願いします。

あけましておめでとうございます。これで年賀のご挨拶とさせて頂きます。 片山達男様をお迎

守巧・道子会員えしました。新人候補です。宜しく。田中様、加賀万歳楽しみです。 江

あけましておめでとうございます。来る１５日に江守クリニックを開業します。皆様よろしく

お願いします。 あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上木場会員

げます。田中様の卓話楽しみにしています。 新年あけましておめでとうご木村陽子会員

ざいます。加賀万歳の田中様、卓話どうぞよろしくお願い致します。 皆様あけ魏 会員

ましておめでとうございます。本年も昨年同様宜しくお願いします。片山様 ようこそ、百万石

ロータリークラブにオブザーバーとしていらっしゃいました。 新年おめでとう申 会員

ございます。 皆さん、あけましておめでとうございます。今年は、仕事もボラ炭谷会員

ンティアも力一杯やります。 あけましておめでとうございます。本年もよろし土田会員

くお願い致します。 新年あけましてめでとうございます。 新年西村会員 水野会員

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。 本年もよ宮永会員

ろしくお願いします 皆様 あけましておめでとうございます 本年も宜しくお願い致します 田中久雄様 加。 、 。 。 「村田会員

賀万歳」楽しみです。 田中様、今日もよろしくお願い申し上げます。卓話楽しみにしています。吉田光穂会員

《 食 事 》

卓話の前にビデオ上
映（ 分～ 分）10 20
「加賀万歳（北国下
道中 」Ｈ 開催） 16.
全国古典万歳大会よ
り

『 加賀万歳について 』 田中 久雄 様（加賀万歳保存会 会長）講話の時間

ご紹介： 年生 金沢大学卒 高岡駅長、ＪＲ西日本企画室長、万葉鉄道代表取締役など歴任した。小学生の頃から万歳師S15
になりたいとおもっていたが、結局加賀万歳師になった。

回497
1.82009

25/39 64.10%出席率
11 70.94%月の修正出席率
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加賀万歳は越前万歳の流れをくみ、継体天皇のおもりとして悪霊はらうのが目的であった。元もと越前の府中（武
生）の城主であった前田利家と共に金沢に根付いたので越前万歳に比べてゆったりしている。 三河万歳は鼓であ
るが手には太鼓をもつ。

金澤町づくし とくわかに御萬歳とや、ありがたかりける、北國一番金のなる木の金澤の、百万石の御城下で、
御城高く見上ぐれば、御紋所が梅鉢で、先ず大手搦手要害は百間堀の其広さ、其源をたづむればーーーーーー

北國下道中 とくわかに御萬歳とや、ありがたかりける、きみが世の、君が心はいろをます、其の色をます花
の頃、北陸道の繁盛や、六十三次宿々の、その宿次を萬歳の、言葉に祝い奉る。ーーーーー

点 鐘
年１月のロータリーレートは、１ドル＝ 円2009 88

会員消息
（日） （祝）新しいクリニックの江守巧会員 江守道子会員 2/8 2/11

内見会をいたしますのでよろしくお願い致します。

2/11 16:00宮永満祐美会員 昨年２月太郎冠者を演じましたが、本年
より石川県能楽堂にて 文荷（ふみにない）をいたしますのでよろしくお
願いいたします。

南光州 李庠根パストガバナーからRC

年度例会 予定 2007-2008
田中久雄様（加賀万歳）1/8
振替休会（金沢 新年合同例会）1/15 8RC
櫻田しのぶさん（ 国際親善奨学生）1/22 06-07

（ ）「 」1/29 佃一成様 ㈱佃食品社長 美味についての雑感
蚊谷八郎様（カタニ産業社長）2/5
中川衛 様2/12
中村驍 様（東山まちづくり協議会会長）2/19
クラブフォーラム2/26


