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９月のロータリーレートも １ドル＝９４円
バナー交換の伝統
ロータリー独特の伝統の一つに、クラブバナーの交換があります。ほかの地域に赴き、例会のメークアップをす

るロータリアンの多くは、友情のしるしとしてバナーを持参します。 年までに、バナーの交換は数多くのク1959
ラブで行われるようになりました。クラブへの財政的な負担を懸念した国際ロータリー理事会は、交換に備えてバ
ナーを準備する際には、妥当な量を適切に判断するようロータリアンに ロータリー歴史資料室に保管されている
約 万個のバナーは、それぞれのクラブの地元のプライドと、国際的なきずなを物語っています。2
多くの場合、バナーには、ロータリーの徽章に加えて、クラブが所属する町、地域、国のシンボルやイメージが

デザインされています。このほか、皮細工、織物、刺繍、手描きのデザインを使って、地元の工芸や文化、伝統を
表したバナーもあります。 ロータリー歴史資料室については、ＲＩのウェブサイト

をご覧ください。http://www.rotary.org/ja/AboutUs/History/ResearchRotary/Pages/ridefault.aspx

クラブ例会変更更予定
（水）地区大会へ振替 （水） ： ～ ホテル日航金沢「観月の宴」 （月） 地区金 沢ＲＣ 金沢東ＲＣ10/7 10/14 18 00 10/5

大会へ振替 （金）創立 周年記念式典 （金）→ 日辰巳用水清掃例会に振替 （金） 地金沢西ＲＣ 9/11 45 9/25 27 10/2
区大会へ振替 （金） ： ～ 和田屋「観月例会」 （金） → 日（火） ： ～ クラウンプラザホテ10/16 18 00 11/20 17 18 30 ANA

RC 11/27 10/6 8/27 8/29ル金沢 ５ 合同例会 金 休 会 火 地区大会へ振替 木 →「 」 （ ） （ ） （ ）金沢南ＲＣ 金沢北ＲＣ

香林坊（土） ： ～八百辰「納涼会」 （木）休会 （木）地区大会へ振替 （木） ： ～ 「ぶどうの木」18 30 9/24 10/1 10/29 18 30

9/28 18 30 10/5 10/6 10/13ＲＣ みなとＲＣ（月） ： ～金城楼「観月会」 （月）地区大会へ振替 （火） 地区大会へ振替

（火） 職場見学例会 キリンビール北陸工場 （火） ： ～ クラウンプラザホテル金沢「５ 合同例会」11/17 18 30 ANA RC
（木）休会 （木）地区大会に振替 （木）会場変更例会 於：如来寺百万石ＲＣ 9/24 10/15 10/22

石川県婦人コーラス連盟 周年記念コ会員消息 北山吉明会員のコンサート： 30
9/21 14:00ンサートでオペレッタ「メリー・ウイドウ」に出演します。 （日）開演

¥1,000石川県立音楽堂コンサートホール 入場料

斎木妙子会員より
10/4 am10： （ ）日

～ （ 集12:30 9:30
合） 集合場所：
鞍月セントラルパ
ーク
主催 金沢パイロ
ットクラブ 脳関連障害の支援です。
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年度例会予定 2009-2010
坪倉かなうさん9/3

「わたしのおもいで」演奏：
バッハ 無伴奏 ソナタ

パルティータより
藤間勘菊会員他 パイロ9/10
ットクラブについて
クラブフォーラム9/17

「 」ラオスＩＴセンター報告他
休会9/24
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点鐘
『手に手つSONG

ないで』
四つのテスト
会長 挨拶 ：
衆議院選挙では
民主党が圧勝し
ました。これか
ら２大政党時代

になるのでしょうか？ 国民のための政治が始まって欲しいものです。 さて話題を
変えて。お配りした紙の２つの顔を比べてください。どちらが笑って見え
ますか？同じ画面を反転しただけです。 つまり、脳は「左視野」を重視
します。料亭の生き造りも頭は左、八百屋の陳列品も入口に向かって左が良く売れます。この事を

。利用すると自身の右半分を特に気をつけて磨くことにより相手に良い印象を与えることができます
皆様試してみてください。お化粧をするときは鏡を見るので左半身に気を取られるので気をつけて
ください。今日のお客様は「右脳」を上手に使っているバイオリニストのかなうさんです。

(卓話者) 坪倉 かなう 様石丸恭子（たかこ）夫人、 村田順子夫人ゲスト紹介
金沢香林坊ＲＣ 小幡謙二様ビジターの紹介

４日生まれ 吉田光穂会員 多田利明会員 ２３日生今月の誕生者の紹介：
まれ申東奎会員

《 食 事 》
西村邦雄副会長：わかり幹事報告・委員会報告

やすいロータリーのパンフレットの紹介をします。
多田利明幹事：高崎 について、協議し、話しを進めたいと思いまRC
す。
藤間勘菊エレクト：パイロットクラブのウオーク
が （１ページ）にありが正式に応援している10/4
福祉団体です。

BOXニコニコ
¥15,000- ¥217,500- ¥2,599,780-本年度累計 残高

小幡様 先日、香林坊からイヤミを言われました（笑）めげ香林坊ＲＣ

ずに又来ます。 坪倉かなうさんお帰りなさい。バイオリン演村田会長

奏楽しみにしています。 坪倉かなうさん、おかえりなさい。石丸会員

本日は楽しみです。 四年ぶりの例会参加かな。か吉田昭生会員

金なうさん大人になって美人になってようこそお出で頂きました。

かなうチャン、いつのまにやらおとなですね。今日は楽しみに会員

しています。 米山奨学生「カカ」さんを米山奨学委員会木場会員

囲んでＩＦファウンテンには大勢ご参加、有難うございました。当日の

余ったお金 円ニコボックスします。 かなうさん、し1000 藤間会員

ばらくでした。今日は素晴らしいご成長ぶりを楽しみにいたしておりま

。 、 。す 坪倉かなう様 本日の卓話楽しみにしております永原会員

バイオリンの音色じっくり聴かせて頂きます。 よりアスカⅡで釜山・ウルサンにクルージングに8/29
江守巧行きました。ウルサンでは秀吉の朝鮮出兵時、加藤清正が築城した城跡を見てきました。

坪倉かなうちゃま、ようこそ久しぶりです。・道子会員

坪倉かなう 様・講話の時間
を語りながらのヴァイオリ「わたしのおもいで」

ンの演奏 バッハ 無伴奏 ソナタ・パルティ
ータより他

紹介 吉田昭生会員 ８年前如来寺で
の例会でまだ中学生だったかなうさん
がバイオリンの演奏をしまいた。高校
をでてからドイツのミュンヘン大学で
修行していました。

中学生徒は全く大人になったかなうち
点鐘ゃんには皆びっくり

回 例会529
（木）2009 9.3
3Fホテル日航

16/37 43.24%出席率
７月の修正出席率 ％75.72


