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第８回利家とまつ金沢城マラソン参加の応援お願いします！
金沢百万石ロータリークラブとして第８回利家とまつ金沢城マラソンに参加します。
詳細は下記の通りですので、当日会員の皆様には是非、激励の応援をお願い致します。 会員相互の親睦とロータ
リークラブの広報にもなると考えております。
奉仕プロジェクト・広報・クラブ管理運営委員会として、今年度から恒例の事業にしたいと思っております。
日 時 ２００８年５月１０日（日）午前１０時 開会式

ハーフコース 午前１１時 スタート
※ 出場者は午前９時半金沢城公園新丸広場 大会本部前集合

、 。 。）※ 応援の方は 適時 大会本部前近くにロータリー旗を目印にお集まり下さい 詳細は追ってお知らせします
出場者 会員・・・炭谷・金・村田・魏

会員家族・・・魏 莉玲 夫人 魏潮 魏薇 魏匠志 魏瑜 岩倉翔 竹田孔徳 以上１１名 順（ ） 、 、 、 、 （
不同）
打ち上げパーティー 菜香楼（エムザ地下） 午後１５時より

会 費 出場する会員 （登録料・打ち上げ会費） １ 円0,000
打ち上げに参加の会員・家族 円4,000

申込み〆切 ５月７日（木）

濱さんは金沢出身でイタリヤで歌会員消息 濱 真奈美リサイタルに が友情出演北山吉明会員
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

第 回北國邦楽舞踊特選会のご案内11
年 （祝） 開演 金沢歌劇座 望月太満さん 藤間勘H21 4/29 AM11 会員の 、
やクラブお馴染みの や が出演されます。特別菊さん 杵屋喜澄さん 藤舎真衣さん

。出演には歌舞伎俳優の片岡仁左右衛門さんが清元お祭りに出演されます
是非、多数の会員のご鑑賞をお願い致します。

5/10「利家とまつ」金沢城マラソン参加企画中

美術文化特別賞
第 回現代美術展（ まで）にて 工芸の部で65 4/21
木場紀子会員の紬織着物「海辺」が賞を受けました。
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クラブフォーラム4/16
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点 鐘
『Ｒ－Ｏ－Ｔ－Ｒ－Ｙ』SONG

四つのテスト
詐欺まがいの郵便物発会長挨拶：

送の件、まさに職業倫理がとわれる
事件です。これはロータリ の精神－
に反する行為です。 の金沢城リ5/11
レーマラソンに百万石Ｒチ－ムが参
加します。応援をお願いします。

香林坊ＲＣ 村野元孝様ビジターの紹介：
１カ年 岩倉舟伊智 会員皆出席顕彰

《 食 事 》
小立野から走って来ました。第幹事報告・委員会報告 炭谷亮一会員：

８回利家とまつ金沢城マラソンに参加します。 奉仕プロジェクト・広報・クラ
ブ管理運営委員会として、今年度から恒例の事業にしたいと思っております。

マラソンの救護に当たります。 昨日は学会で東京でしたが、前北山吉明会員：
田宏智さんにおあいしました。坊主頭でした。皆様によろしくとの事でした。

６月の最終例会は会長幹事のご苦労様会です。松魚亭を予定し金沂秀親睦委員：
ています。 円です。 はクラウンＡＮＡの花梨で２次会をします。３萬10,000 4/23
ウオンです。ラオスＩＴセンターの件ですが、８月のお盆に４泊 日でまいりま5
す。よろしくお願いします。

次の例会前に理事役員会をします。 からですのでよろしくお多田利明幹事： 18:00
願いします。 （日）はＩＭですが現在 人の登録がありますのでご出席下さ4/19 23

い。京都北東ＲＣから２０周年の記念誌が来ていますのでご覧下さい。

¥2,000- ¥702,116- ¥3,220,294-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
今日はクラブフォーラムです。新旧委員会引継ぎ・打合せ宜しくお願いします。岩倉会長

クラブフォーラム 『 今年度・次年度 委員会打合せ 』講話の時間
西村邦雄副会長からから米山就学生の件で里帰
り制度の説明がされた。
あと、委員会毎にテーブルを分けての審議が行われた。
全体討議としてはクラブとして一致してロータリーの会合で

の禁煙運動をする事で確認した。
点 鐘

懇親会 金沢都ホテル石川第一分区都市連合会 津幡町文化会館シグナス2009.4.19
本会議に続いて環境保全プログラム「行動の実践」植樹（河北潟干拓地）が行われた。
ＩＭ出席者 石丸、岩倉、上杉、金、齋木、炭谷、多田、谷、西村、野城、宮永、村田、吉田光穂
以上１３名（登録２３名）

松尾パストガバナー： 職業を等して社会奉仕するロータリーは職
業哲学を持った団体です。しかし個々の奉仕は限界もあるので、Ｒ財団を通
しての集団奉仕もあります。今特に言われているのは職業の倫理です。２年
前から中学生への職業教育に協力をはじめました。－－－

北川パストガバナー：ロータリークラブのスタートの瞬間を考えま
す。 年に生まれたポールハリスは 才で 年４人でクラブをつくり1868 37 1905

。 、 。ました 皆小さい村の出身で 友情と信用で職業の発展に共に努力しました
このクラブが普遍的に発展するにはやはり奉仕が必要でした。先
ずシカゴ市に公衆便所を
作りました。全国への展
開も 年にはもうシカ1930
ゴ大会を行っています。
しかし、ロータリーの原
点は親睦でした。仲良く
なければ奉仕も出来ませ
ん。ーーー

回 例会511
2009 4.16

5Fホテル日航
15/38 39.47%出席率

66.43%２月の修正出席率


