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１０月のロータリーレートは １ドル＝９０円

北山吉明会員はコンサートの収益をラオス事業費としてクラブに寄贈

（日）金沢アートホールで行われたテノールリサイタルに10/4
、 、は満員の観衆で好評でしたが 百万石 の後援と言うことでRC

で多くの会員に切符等の協力をいただいたと言うことで、沢
山のご寄付をいただきました。

10/14金沢８ＲＣ例会変更金 沢ＲＣ

（ ） 「 」水 ： ～ ホテル日航金沢 観月の宴18 00
（金） ： ～ 和田屋「観金沢西ＲＣ 10/16 18 00

11/20 17 18 30月例会」 （金） → 日（火） ：

～ クラウンプラザホテル金沢「５ 合同ANA RC

11/27 10/6例会 金 休 会」 （ ） 金沢南ＲＣ

10/29（ ）火 地区大会へ振替 金沢北ＲＣ

みなとＲＣ（木） ： ～ 「ぶどうの木」18 30
（火） 職場見学例会 キリンビール10/13

北陸工場 （火） ： ～ クラ11/17 18 30 ANA
百万ウンプラザホテル金沢「５ 合同例会」RC

（ ） （ ）石ＲＣ 10/15 10/22木 地区大会に振替 木

会場変更例会 如来寺
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年度例会予定 2009-2010
卓話：ヴァグネル 聡子 ※理事役員会10/8

（地区大会に振替）10/15 休会
《会場変更例会》 於：如来寺（吉田昭生会員宅）10/22

如来寺住職「タイ チェンマイ女囚刑務所を視察して」
李 莉 様 （中国東方航空 金沢支店長）10/29
山本 優美 様（ 年度 国際親善奨学生）11/5 2007-08

「ベルギー留学を終えて」
会員卓話： ※理事役員会11/12
休会（ 日に振替）11/19 21

（土 《東京世田谷中央ＲＣ合同例会》ホテルニューオータニ11/21 ）
《歓迎 高崎 》ホテル日航 Ｆ「孔雀の間」11/26 RC 3

19:00 20:30卓話：高崎ＲＣとの交流 ～
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点鐘
『それでこそロータリー』SONG

四つのテスト
台風が石川県を逸れてよ会長 挨拶

かったです。さて、先週はいろいろと重

なり忙しかったですね。３，４日は地区

大会、４日の午前はパイロットウオーク

と絵画展、午後は北山先生のコンサート

とかなり重なりました。その準備も関係

者の方々には大変だったと思います。いずれも成功裏に終わりました。地区大会の大出席３０年、 地区から表彰
懇親会場も分煙が実施されました。招待講演も好評でした。韓国から８０歳の李先生はじめ３名の方々も来日され楽しいひと時

を過ごしました。パイロット絵画展では表彰された方々の晴れ晴れとした顔が忘れられません。金沢百万石 賞をお出ししてRC
よかったと思います。北山先生のコンサートは急用で残念ながら聴くことができませんでしたが入場料の一部をラオス センタIT
ーのために寄付して頂けるとのこと、ご自身が楽しく光り輝き、その光の輪を喜捨して頂ける！感謝の気持ちでいっぱいです。

これからも皆様奉仕の精神よろしくお願いいたします。 (卓話者)ヴァグゲスト紹介

ネル聡子(さとこ)（旧姓 上井(かみい)聡子）様

金沢ＲＣ 大友 哲様 金沢香林坊ＲＣビジターの紹介
小幡謙二様 金沢みなとＲＣ 相良宝作様皆

《 食 事 》
幹事報告・委員会報告

： 地区大会には皆さんご苦労様でした。次多田利明幹事
（ ） 。は 土 に東京世田谷中央ＲＣとの合同例会がります11/21

また高崎 の訪問が （木）にありますので多数ご出RC 11/26
席お願い致します

土は東京世田谷中央 との木村幸生親睦委員長：11/21 RC
合同例会です。向こうのクラブの橘委員長が「誰も知ら
なかった東京の旅」という楽しい企画をされています。

現在総勢 名の参加予定です。有難うございます。まだの方は至急申し込み用紙に書いて事務所へ20
して下さい。FAX

金沢パイロットクラブ会長）地区大会とかさなりましたが、パイロットウオー藤間勘菊エレクト：（
キング（ 名）や美術展もおわりました。ご協力ありがとうございました。美術展の百万石ロータ17
リークラブ賞には自画像がなりました。

¥18,000- ¥265,342- ¥2,648,129-ニコニコ BOX 本年度累計 残高
ヴァグネル聡子様、卓話楽しみにしています。 １０月３日韓国の南光州から３人の村田会長 多田幹事

方が地区大会に参加してくれました。食事会に出席して下さった方有難うございました。会費が少し余りま

した。 このところ地区大会もあり忙しい日々でした。やっと会報が本日出来上がりました。北石丸会員

山先生の歌も素晴らしかったです。しかし、光州からゲストを迎え、楽しい日々でした。 皆金 会員

さん地区大会ご苦労様でした。ヴァグネルさん本日は宜しくお願いします。 パイロットワー藤間会員

ルドワイドインターナショナルパイロットウオークと美術展お陰様で、ロータリーの皆様のお力で無事終了

致しました。感謝、感謝です （齋木妙子） ヴァグネル聡子様の卓話楽しみにしています。。 宮永会員

ヴァグネル聡子さん、本日の卓話宜しくお願いします。そして、北山先生今回もありがとうございました。岩倉、炭谷会員

「モザンビークで感じたボランティアの意味」講話の時間
ヴァグネル聡子(さとこ)（旧姓 上井(かみい)聡子） 様

私の息子とヴァグネル聡子様の妹さんが同級生と言うこともあっ紹介：
て本日の講話にお願いしました。私のコンサートの売上の一部を彼女の奉仕のた
めにさしあげていました。金沢大学医学部の臨床検査科卒です。

６ヶ月間の海外奉仕でしたが、
もともとデンマークのＮＧＯをイ
ンターネットでしり、モザンビー
クへ行ってきました。ポルトガル

の植民地であったので、その建物があります。トイレ
や飲み水もまだ衛生的ではなく、地面を掘ったり、雨
水を飲んでいます。案外この雨水はおいしかったので
すが、現地の人達の衛生知識はわるく、トイレはないと言った方が良いでしょう。永かった内戦で人口も男１に女
６～７人です。ＨＩＶのの救援や教育は必要です。 しかし、そこの自然はゴミもでませんし、美しい所です。こ

点鐘れからも医療援助はまだ絶対に必要です。

回 例会533
（木）2009 10.8

3Fホテル日航

16/36 44.44出席率
８月の修正出席率 ％77.14-

昭和 年 年入会以来皆出席 年の53 1978 30
石丸幹夫会員


