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メイクア・ウイッシュ オブ ジャパンからのお礼状

富山大手町ロータリークラブ誕生
（月）創立例会がおこなわれました。スポンサークラブは富山中Ｒ1/19

Ｃです。
特別代表中山昌作氏 会員 名 会長 村尾 于尹（ユキタダ）氏 幹事 清水哲朗氏31
例会は月曜日 ～ クラウンプラザホテルトヤマ18:30 19:30 ANA

930-0083 F事務室 〒 富山市商工会議所ビル２
TEL076-423-1233 FAX 423-1266

会員消息
江守巧会員 江守道子会員

（日） （祝）新しいクリニックの内見会をいた2/8 2/11
しますのでよろしくお願い致します。

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

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku
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岩倉舟伊智 村田祐一 多田利明 井口千夏(役員） 会長： ｲﾚｸﾄ副会長： 幹事： 会計監査：竹田敬一郎 SAA

（親睦友好：宮永満祐美 プログラム：木村幸生 ：井口千夏）（ 吉田光穂理事）クラブ管理運営委員長： SAA
職業：申東奎 社会：相良光貞 国際：斎木妙子 ニコ：東海林也令子）奉仕プロジェクト：炭谷亮一（

（会員増強：吉田昭生）会員組織委員会：魏賢任
ロータリー財団と年次寄付：木場紀子）国際ロータリー財団委員会：西村邦雄 （
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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
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
金澤北ＲＣとの合同家族例会 松魚亭2/26 19:00

「ＩＭのお願い」河北南ＲＣ様より
飯田道昭会員 木村誠会員

学びと行動の実践
都市連合会（ ）IM
Intercity Meeting H21.4.19が

受付 点鐘12:30 13:00
植樹（河北潟干拓地）15:20
懇親会17:00

会場は津幡町文化会館シグナルス
懇親会は金澤都ホテルです。
多くの方の御出席お願い致します。
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点 鐘
『 』SONG R-O-T-A-R-Y

四つのテスト
：先週、炭谷さんと京都北会長挨拶

東 へラオスの報告に行ってまいりRC
ました。北東 は石田さんが次期会RC
長です。タイに姉妹クラブと近いか
らタイのクラブも見て欲しいとの事
です。オバマ大統領の演説は通訳し

てもいい声に感じますね。
卓話者）櫻田 しのぶ様（ － 年度国際親善奨学生）ゲスト紹介：（ 06 07

ビジターの紹介： 河北南ＲＣ 飯田道昭 会員 〃 木村 誠 会員 金沢みなとＲＣ
相良宝作会員 イルポ ライネ氏（ ）ILPO LAINE Professor Uv. Jensuu Finland

今月なし皆出席顕彰
例会出席現況報告（２００８．１２月まで） 石丸会員３０年２ヶ月 谷会員１０年４
ヶ月 金会員 １０年２ヶ月 西村会員６年６ヶ月 多田会員１年８ヶ月 村田会員
６年３ヶ月 野城会員３年９ヶ月 齋木会員２年４ヶ月 炭谷会員１年７ヶ月
吉田光穂会員１年６ヶ月 宮永会員１年５ヶ月 岩倉会員９ヶ月

が 受付河北南ＲＣ： 飯田道昭会員 木村誠会員 Intercity Meeting H21.4.19 12:30
点鐘 植樹（河北潟干拓地） 懇親会です。多くの御出席お願い致します。13:00 15:20 17:00

《 》食 事
幹事報告・委員会報告：

多田利明幹事： はクラブフォーラムです。本日は理事2/26
役員会はありません。

木村幸生企画委員長： 台湾の八田技師ゆかりの地に３月
に行きます。まだ２名のゆとりがあります。希望者の方はど
うぞお願いします。 小松空港発で までです。3/21 3/25

竹田敬一郎親睦委員：次の例会後は 円で二次会をします。 ｸﾗｳﾝホテル です。3000 ANA 2F

-ニコニコＢＯＸ ¥16,000- ¥490,136- ¥2,992,314本年度累計 残高
、 。河北南ＲＣ飯田道昭 木村誠様、 本日は ＩＭ開催のご案内と登録のお願いに参りました

多数のご参加をお願い致します。 炭谷会員と京都北東ＲＣを訪問してきました。大変喜んで岩倉会長

頂きました。櫻田様 本日の卓話よろしくお願い致します。 小生の開業に際しては、沢山の江守巧会員

皆様からお祝いの品物を頂き有り難うございました。櫻田さん 本日はよろしくお願いします。河北南より飯

田様、木村様ようこそ。 櫻田さん、二カ年のイタリア留学の経験を今後に生かして頑張ってく炭谷会員

二木会員 宮ださい。 江守巧先生、開院おめでとうございます。お世話になることがあったら宜しく。

、 。 、 。 。永会員 西村会員櫻田さん ようこそ 櫻田様 卓話楽しみにしています イタリアの体験談宜しく

（ ）講話の時間 『 』日常のアートついて 櫻田しのぶ様 － 年度国際親善奨学生06 07

イタリアのフィレンツェでアートの勉強をしました。フィレンツェ西 ではよくRC
スピーチをしました。金澤大学の宮下先生は其処のサンタクロツェ教会の壁画の修
復をしておられました。市のロータリークラブはよく美術品の修復に奉仕していま
す。イタリアの小学校に日本のアートを紹介し、風神雷神の感想を書かせました。
た。イタリア人は歩きタバコをしたり、バリアーフリーの観念がありません。障害

者は自宅から出られない状態です。ーーーーー
点 鐘

回499
2009 131.

ホテル日航金沢 Ｆ5
19/38 50.00%出席率

11 70.94%月の修正出席率

ラ イ ネ 教 授
JensuuRC
数学者です。ノキ
アのフインランド
から来ました。金

。澤ははじめてです

大聖堂 ドウモ

サンタクロー
ツェ教会


