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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

アルコールを飲まれ★今月の二次会のご案内
ない方も是非ご参加を！

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

５障繰り合わせ、ご参加下さい。 日 時
月２８日（木 ・・・例会終了後 ホテ） 場 所
ル日航金沢 １Ｆ「ファウンテン」

親睦委員会二次会担当 竹 田、 大 沼
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（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

年度例会予定 2008-2009
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6/27
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点 鐘
『手に手つないで』SONG

四つのテスト
裁判委員制度もはじまりま会長挨拶：

した。新しいインフルエンザも入って
きていますが、金沢はまだですね。百
万石クラブにはドクターが沢山います
ので、タミフルも手に入るのではと思
っています。

(卓話者) 大友 佐俊 様 ㈱大友楼 代表取締役社長・金沢ＲＣ会員ゲスト紹介
★富山大手町ロータリークラブ発足 平成２１年１月１９日富山中ロビジターの紹介：

ータリークラブをスポンサークラブとし、創立。国際ロータリー第２６１０地区６６番
目のクラブとして認証され、来る６月１３日（土）に、加盟認証伝達
式並びに祝宴を開催されます。

《 食 事 》
幹事報告・委員会報告
多田幹事 富山大手町ＲＣから （土）に国際ロータリー加盟6/13

認証状伝達式の案内と出席のお願いに事務所へ来られました。都合に
より例会場へメーキャップはできませんのでと、ニコニコボックスへ

（木）は例会後２次会です。アルコールもでます。5/28

¥21,000- ¥800,116- ¥3,319,500-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
卓話をさせて頂きます。 大友様、本日の卓話楽富山大手町ＲＣより志を頂きました。金沢 大友佐俊様 岩倉会長RC

しみにしています。 今では国際的に有名な大友様のお話、楽しみです。 大友様、本日の卓話石丸会員 木村陽子会員

たのしみに致しております。 大友様、ようこそ。卓話楽しみにいたしてます。コレクションのお弁当箱のお話も齋木会員

なさいますでしょうか。 本日の卓話に大友様をお迎えして。卓話楽しみにしています。 大友様よ炭谷会員 宮永会員

東うこそ。最近うぐいすの鳴き声で目覚めます。又、事務所の車庫にツバメが巣をつくりました。鳥たちにモテています。

大友様ようこそ。卓話楽しみにしております。海林会員

テーマ 日本の美 ～ 食の美 ～『 携帯食の文化 』講話の時間
大友 佐俊 様 ㈱大友楼 代表取締役社長・金沢ＲＣ会員

京都「菊水」や岡山「三好野弁当」を経て昭和５１年に大友楼に入社（７代目 。）

昭和５７年代表取締役就任 （社）県食品協会副会長、金沢老舗百年会会長他。。

「弁当箱その用と美しさ 「金沢食の歳時記」など講演を多数されている。」、

日本では既に奈良時代に文献には携帯食の記載があります。一般人は純米の食事は
食べれませんで貴族の食事でした。米飯には土器を使用していては 焦げがついて使い
にくく、蒸し米ヲ食べました。
携帯用には明治まで干しごめで、布にこの飯を包み、其の一部を小川につけてもどして
食べました。はじめはピンセットの様な箸で食べましたが、一般には手づかみでした。
土器に塩、酢、鰹節を入れて

煮出し、湯がいて米を食べましたかわらけ菜とご飯をい
れました。店でご飯を出すようになったのは、江戸時代
になってからです。 炊飯の進歩で食事の持ち運びも進
歩しました。漆塗りの器や重箱が出来てきました。そし
てだんだんコンパクトに菜ってきました。 ～ 世紀15 16
の安土桃山時代には箸も使われています。中国では箸と
スプーンを使いますが、日本は箸のみです。ネクタイの
期限はナプキンではないかと思います。テーブルクロス
は手ふきでした。
日本は米、粒食であり、西洋は粉食であり容器が進歩しませんでした。 松花堂弁当の箱はもともと種箱であう。
食事の流れですが、フランス料理のコースは 世紀に出た時差給仕ですが、昔は一度に出ました。日本では室町19

点 鐘時代からの形態です。ーーーーーー

『ロータリージャパン』ホームページ情報
『ロータリーの友』 月号の要旨を、 日に掲載する予定です。 月号では、ロータリー親睦活動月間にちなんだ6 27 6

http://www.rotary.or.jp/contents.html特集を組んでいます 『ロータリージャパン』の日本語ホームページ。
から入り、画面中段右にある「ロータリーの友 月号」をクリックしてご覧ください。6

回 例会515
2009 5.21

5Fホテル日航
18/3847.39%出席率

4 77.44%月の修正出席率


