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石川県地場産業振興センター2610 2009-2010地区 協議会が開かれました 2009.5.17

ホスト 金沢香林坊クラブ

は冒頭の挨拶中川可能作次期ガバナー
で、今こそロータリーは輝かねばなりませ
んと述べられました。

は人頭分担金の 円減都築財務委員長 2,000
額をはじめガバナー補佐の費用を減額する
など、いろいろ節約し委員会費は減ってい
ませんが一般会計を 万円の収入を減ら560
しました。しかし出来るだけ意欲的委員会
活動はやって下さい。とのことでした。

は本日は会長エレ北川晶夫パストガバナー
クトから選ばれた指導者の準備会です。シ

カゴの方針を反映して下さい。各自の思いと行動でしっかり取り組んで下さい。と声をふるわせました。あと各地
区委員長の方針の説明があり、 は国際的金沂秀地区友情交換委員長
視野を持ったクラブとして外国に友好ＲＣ提携をを促進して欲し

い。韓国についての一部紹介
もしました。 は高柳ガバナー
未だに決まらないガバナーノ
ミニーのことで、今こそ伝統
と格式のあると自認するクラ
ブが立ち上がってその指導的
素晴らしさをみせてほしいと
のべられまし
た。 最後に
中川エレクト
は禁煙につい
ての百万石Ｒ
Ｃの提案を７
００名の会員
の前でしっか
りと伝えまし
た。

金沢百万石
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年度例会予定 2008-2009
花岡博司様（㈱花岡代表取締役）5/14
大友佐俊様（㈱大友楼社長・金沢 会員）5/21 RC
秋元雄史様（ 世紀美術館館長）5/28 21

「現代美術から見た日本的な美ー細工、漆、家屋、庭園」
藪 俊彦様（能楽師・加賀宝生）6/4
魚住安彦様（金属工芸家・北ＲＣ会員）6/11
磯野洋明様（金沢北ＲＣ会長 「ロータリーの美」6/18 ）
休会（ 振替）6/25 6/27
慰労例会 於：松魚亭6/275/19芍薬ひらく
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点 鐘
『手に手つないで』SONG

四つのテスト
会長挨拶：
村田祐一会長エ
レクト マラソ
ンに出場しまし
たが、無事完走
しました。

ゲスト紹介 (卓話者) 花岡博司様 加賀友禅の店 ゑり華店主
ビジターの紹介 金沢香林坊ＲＣ 村野元孝様、小幡謙二様

多田利明 会員皆出席顕彰 ２カ年
《 食 事 》

多田利明幹事： 私もマラソンに出ること幹事報告・委員会報告
になってしまいました。会長のご子息の交代でした。タイムは９分でし
た。早さは歩かないで走ったという程度です。 の地区協議会の出席5/17
をよろしく。

56 100炭谷亮一奉仕プロジェクト委員長：ハーフマラソンは１時間 分で
チームの中の真ん中らしく、敢闘賞でした。

¥20,000- ¥779,116- ¥3,298,500-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
花岡様、いつも街づくりなどで御世話になっております。百万石ＲＣは気軽香林坊ＲＣ小幡謙二様

村田会長エレでいいですよ。呉服の好きな方が沢山いらっしゃいます。お仲間に如何ですか？

花岡様「きものの生活」のお話楽しみにしています。機会があれば私もこれから着てみたいもクト

のです。金沢城マラソン、皆様の応援、完走有難うございました。 日曜日のマラソン石丸会員

大会は、お疲れさまでした。皆完走、皆まだ若いですね。 花岡様、ようこそいらっしゃ上杉会員

。 。 、 。 、いませ 今日のお話を楽しみにしております 花岡様 卓話楽しみにしています 本日木場会員

染織展に来て頂き有難うございました。 城趾マラソン御苦労様でした。何とか完走、ホ金会員

ッとしています。来年は頑張るぞ。 花岡様、本日の卓話たのしみに致して居り木村陽子会員

ます。着物をたくさんの方に着て頂きたいですね。 花岡様、ようこそ。卓話楽し木村幸生会員

みにしています。 ５月１０日の金沢城マラソンで百万石のチームは無事完走できま炭谷会員

した。出場者の皆さん、関係者の皆様本当に御苦労様でした。 花岡様、ようこそ吉田光穂会員

いらっしゃいました。卓話楽しみにしています。 花岡様、今日は着物の話楽しみにしております。日本人の永原会員

伝統的な衣服いいですね。金沢城趾マラソン新緑の城内走られた方、完走されて お見事でした。ご立派でした。

テーマ 日本の美 『 きものの生活から見える日本の美 』講話の時間
花岡 博司 様 加賀友禅の店 ゑり華 店主

１９５８年４月２９日東京・浅草生まれ。 １９６５年３月父の都合で金沢に引越

す １９７７年３月金沢二水高等学校卒業 １９８１年３月中央大学理工学部管理

工学科卒業後、京都友禅の千總に入社 １９８６年３月千總を退社し （株）花、

岡・ゑり華に入社 １９９８年９月代表取締役に就任 ２００５年７月「加賀の

お国染」花岡コレクションの管理・運営のため加賀染織保存会を開設、代表に就任

公職 法人 着物を着る習慣を作る協議会理事 石川県和装振興会理事NP0
加賀友禅技術振興研究所設立準備委員会委員

商店街の先輩から着物屋さんがキモノきておらんのはおかしいと言われた事や、クリフト
ンカーフさんに教えられたためです。 ネクタイから解放されたかったこともありました。
しかしはじめはやはり大変でした。冠婚葬祭もいれてすべてでしたから。キモノの着始め

たころは近所の人に今日は何かあったの？と聞かれたりしましたが、４日目からは何もいわれなくなりました。
「やっぱり、素敵ね！ 「男の人のきもの姿珍しいですね 「あら～」と見惚れている方もいます。キモノの美し」 。」
さはといえば、先ず素材、麻、絹、木綿、ウール、化繊で珍しいところでは、紙、しな布、こうぞ布、ぜんまい、
といろいろあります。やはり絹が発色、光沢など最高です。木場さんのなさっている草木染め等は色が繊細で味わ
い深いものです。

文様では先染めと水野陽子さんのような後染めがあります。加賀友禅はもっとも表現力に優れた最高峰です。
シルエットに目をうつしますと、シンプルの中に、セクシーで機能的です。一旦仕立てた着物をまた元の一枚の反
物に戻すことが出来ます。こんな事が出来るのは世界中で着物だけです。

普通 洋服は正面のみを意識してデザインされていますが、着物には後ろにも顔があります。帯のお太鼓、抜き
襟などセクシーです。 他小物が沢山あります。 西欧は「はめる 「入れる」文化でかばんや靴に入れ物をあわ」

点 鐘しますが、日本文化は「つつむ 「結ぶ」です。着物は世界が認める一番素敵な衣装です。」

回 例会514
2009 5.14

5Fホテル日航
17/38 44.74%出席率

4 77.44%月の修正出席率
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お 知 ら せ

１．次年度プログラム委員長 金 会員より 卓話について★
次年度の卓話を皆さんと盛り上げたいと思っております。いらしてくださる方、お呼びしたい方など居られまし

たら、是非ご紹介下さい。 お名前、連絡先などを知らせて頂ければ、金委員長より交渉させて頂きます。
（携帯 ９０－６２７０－６６００ )email: kim@gold-g.com

ラオス視察の旅 申込みはお早めに 〆切 (水）★ 6/10
8/14 11:45 13:55 ( 127 )□日程 （金） ＊富山発 仁川着 ＯＺ 便

（金） 仁川発 ハノイ着 （ＯＺ 便）※ハノイ２泊8/14 19:20 21:50 733
（日） ＊ハノイ発 ビエンチャン着 （ＶＮ 便）※ﾋﾞｴﾝﾁｬﾝ１泊8/16 8:30 9:35 841

変更8/17(月) ビエンチャン発 ： ハノイ着 18：50（ＶＮ840便）17 50
変更8/17(月) ハノイ発 22：50 仁川着 05：10(8/18着) ＯＺ734便

（火） 仁川発 富山着 （ＯＺ 便）8/18 9:05 10:45 128
□旅行代金（概算） ＊印の便は、ビジネス席少ない為、全員取れない場合があります。

①エコノミー 約 円 航空券・現地観光・ホテル宿泊代（３泊）現地ビザ取得代含む200,000
②ビジネスクラス 約 円 航空券・現地観光・ホテル宿泊代（３泊）現地ビザ取得代含む270,000
申込書とパスポートのコピーをＦＡＸ願います。252-2030 (金会員）

・ 年度 慰労会（例会）のご案内★ 08 09
次年度準備に入り、今年度も残り１ヶ月半程となり、少々早いですが、今年度の岩倉会長・多田幹事をはじめ役員
の方々の慰労会を下記の通り企画致しました。今年は、日帰りの慰労会を兼ねた例会ですので、これまで出席でき
なかった会員の方々にも気軽に出席して頂けるのではないかと思います。万障繰り合わせ多数ご出席頂きますよう
ご案内申し上げます。ご家族の参加も歓迎致します。
日 時 ２００９年６月２７日（土） １８：３０～

※２５日（木）の例会は振替休会とします。
1-38-30 076-252-2271場 所 松 魚 亭 金沢市東山 ℡

会 費 会員 ８ 円 ご家族 円,000 10,000

栗城史多君おめでとう★
８千ｍ峰ダウラギリ、栗城さんが

札幌市の登山無酸素・単独登頂
家・栗城史多さん（２６）は１８
日、ネパール・ヒマラヤのダウラ
ギリ（８１６７メートル）に登頂
した。

東京の事務局に現地の栗城隊か
ら連絡が入った。酸素ボンベを使
わない「無酸素 「単独」による」、
栗城さんの８０００メートル峰登
頂は、チョ・オユー（８２０１メ

ートル、２００７年５月 、マナスル（８１６３メートル、）
０８年１０月）に次ぎ３座目。事務局によると、日本時間
の１８日未明、キャンプ３（約７７００メートル）からア
タックを開始。午後５時１５分頃、約１３時間かけ北東稜(りょう)からの登頂を果たした。日本ヒマラヤ協会（東

） 、 、 「 」、「 」 。京 によると ダウラギリには１９８１年 禿博信さんが 無酸素 単独 による日本人初登頂を果たしている
（ 年 月 日 時 分 読売新聞） 村田祐一2009 5 18 22 49

アルコールを飲まれない方も是非ご参加を！★今月の二次会のご案内
いつもお世話になり有難うございます。 今月の二次会は、車でお越しの方、アルコールを飲まれない方、

、 。 、 。普段二次会に参加されない方にも 是非気軽にご参加頂きたい と思います 万障繰り合わせ ご参加下さい
５月２８日（木 ・・・例会終了後 ホテル日航金沢 １Ｆ「ファウンテン」日 時 場 所）

親睦委員会二次会担当 竹 田、 大 沼
財団が一部プログラムへの補助金を削減へ

大学教員のためのロータリー補助金（既に授与された補助金は除く）ボランティア奉仕活動補助金文化研修のた
めの国際親善奨学金およびマルチイヤー国際親善奨学金（既に授与された奨学金は除く）さらに、 年度の2009-10
マッチング・グラントのための国際財団活動資金は 万ドルとなり、これは 年度当初の予算を 下回950 2008-09 70%
る金額になりました。詳細はＲＩウェブサイトをご覧ください。

卓話の粟城君20087.17


