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９月のロータリーレートも １ドル＝９４円
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11/17 18 30 ANA
ル金沢「５ 合同例会」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

石川県婦人会員消息 北山吉明会員の コンサート：
コーラス連盟 周年記念コンサートでオペレッタ「メリ30

9/21 14:00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

百万石 後援テノールリサイタル RC
金沢アートホール10/4 pm2:30

花野の歌 （ビーゼー カルメン）program
乾杯の歌 （ヴェルディ 椿姫）

（ ）Tonight West Side Story
1,500コメプリマほか チケット￥

10/4 am10 12:30斎木妙子会員より： （ ）日 ～
（ 集合） 集合場所：鞍月セントラルパ9:30
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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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 ：
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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 2009-2010
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
会員卓話：10/1
卓話：ヴァグネル 聡子10/8

※理事役員会
休会（地区大会に振替）10/15

《会場変更例会》10/22
於：如来寺（吉田昭生会員宅）

「 」卓話：如来寺住職 中国のお話
卓話：10/29
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点鐘
『手に手つないで』SONG

四つのテスト
映画「崖の上のポニ会長 挨拶

ョ」の全米公開にあたり、アカ
デミー受賞式に欠席した宮崎駿
監督が各種イベントに参加して
います。試写会前に、監督は売
り上げ至上主義を批判して「映

画の価値は公開した瞬間に分かるわけではなく、何年も経ってから、突然プレゼントとして
現れるものだ」と言っています。さらに、おばあちゃんが孫に対し「これ面
白いから見てごらん」と言えるような映画を作りたいとも言っています。監
督は作品を通して日本人の自然に対する感謝と愛情を表現していて個人的に
は好きです。私たちの奉仕活動も将来感謝される存在として残るような仕事
をしたいものです。さて食欲の秋です。皆様食べ過ぎて「ポーニョ ポーニ
ョ」にならないように気を付けましょう。

なしゲスト紹介 ビジターの紹介
１１カ年 谷 伊津子会員 ３カ年 藤間 勘菊会員皆出席顕彰

《 食 事 》

幹事報告・委員会報告
に地区の社会奉仕委員長会議谷地区環境保全小委員長 8/23

がありました。エコを家庭で行うときのアイディアとしてトイレットペー
パーケースを牛乳パックでつくる。キッチンペーパーの代わりに使用後の
ＮＴＴの電話帳を破いて使うなど紹介したところ、反響がありました。

北山吉明先生のテ多田利明幹事：
ノールリサイタルの協力御願いしま
。 。 、す 百万石 後援です でRC ¥1,500
（日）10/4

アートホールです。pm2:30
。兵庫の台風募金お願いします

村田会長ニコニコ BOX ¥7,842- ¥225,342- ¥2,608,129-本年度累計 残高
岩倉会員パイロットクラブの紹介をお願いします。絵画展では百万石ＲＣ賞で応援したいと思います。

先日の米山奨学生の二次会お疲れ様でした。 今月また一歳若返ります。 坪倉かなうさん申会員 有志

を囲んでお茶をした残りのお金です。

に

藤間 勘菊会員 （パイロットクラブ会長）講話の時間 『パイロットクラブ』

パイロットクラブは昭和 年からスタートしましたが 米国25
では 年に基金ができました。土曜日にこの事で奈良にい1954
きましたら、百万石 はよく頑張っていますね！と言われまRC
した。パイロットクラブは 年代より、奉仕活動のメインテ90
ーマを脳関連障害（知的障害、事故や薬物による障害、高次脳
機能障害、あるいは加齢による障害）を持つ方を支援していま

美術展 ～す。そのためのチャリティウオーク に や1 0/4 9/26
をいたします。百万石ク10/4 19（石川県庁 Ｆ交流コーナー）

ラブの後援をお願いしました。サポート会員も募集中です。パ
イロットは全国で クラブあり、会員の年50
会費は３万円です。国の援助もあり、昨年は車椅子８台を金沢市の８カ所く

点鐘ばりました。ロータリーでは美術展の賞を出して下さい。

クラブ理事会報告
①東京世田谷中央 との合同例会について： はRC 11/21
②ラオス センターの報告：ラオスの物品の販売方法IT

（ ）③高崎 との姉妹提携 月来訪 担当委員 石丸 村田 宮永 他RC OK 11
など④パイロットクラブへの援助：援助する 美術展に会長賞

¥10/ ¥5,200⑤台湾台風被害に 人（地区の企画）社会奉仕委員会で

回 例会530
（木）2009 9.10

3Fホテル日航

19/37 51.35%出席率
８月の修正出席率 ％77.14-


