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２００９年４月のロータリーレートは、 １ドル＝９８円
男性２名、女性３名）を 地区で１ヶ月受入し、石川第一分区の受入期間は （水）ＧＳＥ職業研究者（ 2610 4/8

～ （土）の予定です。井上ガバナー補佐からの依頼で当クラブでは、下記の通り標題のＧＳＥ職業研究者（男4/11
性２名、女性３名）を 地区で１ヶ月受入し、石川第一分区の受入期間は （水）～ （土）の予定です。2610 4/8 4/11
井上ガバナー補佐からの依頼で当クラブでは、下記の通りクラブ例会にお招きすることでお手伝いをさせて頂くこ
とに決まりました。
日 時 ４月９日（木） 例会 １９：００ 点鐘 場 所 ホテル日航金沢 ３Ｆ 「孔雀の間」

卓 話 大樋年雄様（大樋焼作家・香林坊ＲＣ会員）
※ 食事は、ターンテーブルにて 「中国料理」を予定しております
会長 岩倉舟伊智 奉仕プロジェクト委員会委員長 炭谷亮一

国際奉仕 齋木妙子

クラブ奉仕委員会 炭谷亮一委員長炉辺会合
（水） 香林坊 いたる にて いろいろ楽しい話し3/25 19:00

合いでした。ロータリーの魅力を知らずに退会したりしたりいる
ことは大変勿体ないという話しもありました。
出席者：吉田昭生、石丸幹夫 魏賢任 炭谷亮一 村田祐一 金
沂秀 野城勲 申東奎 相良光貞 岩倉舟伊智 水野陽子 の皆
さん

親睦２次会のご案内
今月の二次会（飲み会）のご案内 （木）例会後 ホテル金沢 ラズベリー 親睦委員会 竹田・大沼3/26 16F

濱 真奈美リサイタ会員消息
ルに が友情出演されま北山吉明会員
す。

濱さんは金沢出身でイタリヤで歌手
となり ヨーロッパでも有名な方です 子、 。（
供時代 金沢市彦三２丁目の私の家のお
隣さんでした。 石丸幹夫）

是非、多数の会員のご鑑賞をお願い致
します。

４．２６（日）石川県立音楽堂 コ
ンサートホール 時開演14

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku

碧い大気
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．

年度例会予定 2008-2009
高木眞理子様（子ども夢フォーラム3/12

代表 「チャイルドラインの動きと子ど）
もの状況」

波津 あきこ 様 （漫画家）3/19
“クラブフォーラム”3/26
大江真琴様（大凧上げ師）4/2
大樋年雄様（陶工芸家・金沢東ＲＣ4/9
会員）

（ ）4/16 RC米澤修一様 米沢茶店店主北 会員
大島廣靖様 （茶道・金沢ＲＣ）4/23
休会4/30

2008 2009～ >
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 （

（副：大平政樹 広報：北山吉明 ロータリー情報：永原源八郎 会報：石丸幹夫)広報委員会委員長：石丸幹夫
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

2008 2009～ >
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 （

（副：大平政樹 広報：北山吉明 ロータリー情報：永原源八郎 会報：石丸幹夫)広報委員会委員長：石丸幹夫
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



- 2 -

点 鐘
『それでこそロータリー』SONG

四つのテスト
少ない会長 挨拶 本日の出席者は

ですね。住宅会社の倒産などあり、銀行
の眼も大変厳しいこの頃です。
ゲスト紹介： 卓話者）開発明子様（漫（
画家・ペンネーム波津彬子様）
ビジターの紹介： なし

多田利明幹事：ロータリー手帳の注文の方は申し込んで下さい。幹事報告・委員会報告
4/9 2610 Group斎木妙子国際奉仕委員長： は 地区にＧＳＥ（

） 、Study Exchang 研究グループ交換 の研修の方が来ますが
クラブでお迎えすることになりました。１ページ参照
申東奎職業奉仕委員長：地区ロータリー
キャリア教官の支援事業をお願いしま
す。希望の会員は登録して下さい。

¥5,000- ¥652,116- ¥3,170,294-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
開発様 本日の卓話宜しくおねがいします。 波津さんの卓話楽しみ岩倉会長 木村幸生会員

にしています。 開発様 本日の卓話を楽しみにしています。江守巧・道子会員

《 食 事 》
開発明子様（漫画家）講話の時間 『 日本のＭａｎｇａ 』

【プロフィール】 ペンネーム 波津彬子 少女漫画家。 年 石川1959
県金沢市生まれ。現金沢市在住。 年デビュー。現在に至る。 代1981
表作「雨柳堂夢咄 「鏡花夢幻 「うるわしの英国シリーズ」など。」 」

年に漫画家としてデビューした。現在1981
の日本にはマンガ家になりたい人はたくさん
います。そのための大学や専門学校もありま
す。
動機は周りに漫画家がいたこともあります。
高校のデザイン科をでました。現在は漫画を

。 、教えています 漫画には月刊紙はありますが
週刊誌はありません。作成は同一人のみや分

業でやることもあります。私にはアシスタントを３～４人います。所得は
ピンからキリまでです。殆どの人はよくありません。多い人は 万部も100
出ます。現在は種類も多く漫画の文化も進んでいます。
フランスでは最近、漫画の人気があり文化も出来上がっています。しかも
芸術的です。私の本はアジアでも売れています。しかし、海賊版も出現し
ています。香港には日本漫画の専門店もあります。
（ 、 、講話をしながらの質疑応答の形式でしたので まとまりませんでしたが

メモされないが、大変ユニーク
で興味あるお話も沢山ありまし
た ）。

フリー百科事典『ウィキペディア（ 』によると 波津 彬子Wikipedia）
（はつ あきこ、 年 月 日 ）は漫画家。石川県金沢市在住。1959 12 16 -
あとがきマンガでは波頭涛子（ナミガシラトウコ）を名乗っている。
実姉・花郁悠紀子（かい ゆきこ）のアシスタントをしていた。その没後

年『 （アラ 月号「波の挽歌」でプロデビュー。伝統1981 ALLAN 1』 ン）
への造詣の深さが作風に現れ、オリジナルの他に泉鏡花の小説のコミカ
ライズも手がける。絵柄の耽美さが愛され、画集も出版されている。エ
ッセイストとしての執筆や同人誌活動も行う。
代表作は「雨柳堂夢咄 「唐人屋敷 「うるわしの英国シリーズ」等。」 」
花郁悠紀子作品の著作権継承者でもある。

点 鐘

回507
2009 3.19

5Fホテル日航
20/3852.63%出席率

66.43%２月の修正出席率


