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お知らせ

理事会記録はホームページの会員の広場を見て下さい
※毎月第４週目の例会日 例会終了後は酒盞懇親会です。多くの出席を！（例会出れなかった人も）
ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞとしての ＩＭ（都市連合会） 2/12(日 )を日航ホテル 今年度は当クラブがホストクラブ として開催します。

2610 地区大会に韓国 3710 地区から来訪されます。
10/21（金）小松空港１４：０５です。 辺ガバナー夫妻、南光州 RC の李庠根友情交換委員長他
数名です。是非お出迎えお願いいたします。

地区大会にも参加され、歓迎してください。

邉 斗 煥(Byun Doo Hwan)3710地区総裁
10/1より国際ロータリー第２６１０地区ガバナーエレクト事務所開設
ガバナーエレクト 荒井 公夫（高岡西ＲＣ） 次期地区幹事 向井 司朗（高岡西ＲＣ）事務員 河上一文
ガバナーエレクト事務所 所在地 〒 933-0912
高岡市丸の内 1-40 高岡商工ビル 911 号
Ｔ 0766-29-2610
Ｆ 0766-29-2622 Ｅ-mail info2006@rotary2610.jp 午前９時〜午後５時（土・日・祝は休み）

会員消息

北山吉明会員から
邦楽ホール
そのハーモニーは海をこえて
10/17（月）県立音楽堂
19:00
金沢リハビリテーションアカデミーとドイツの北西部の街 オスナブリ
1,500 円
ュックの作業療法のボルカースクールとの姉妹提携交流事業の一つとして、当地出身の
ソプラノ 歌手の Ulla Weller さんと北山吉明会員による日独チャリティコンサートで
す。 多く方のご来場お願い致します。
東海林也令子会員から 梯 剛之（かけはし たけし）ピアノリサイタル 完全に失明
のなかでピアのを始め多くの世界的コンクール で優勝や入賞を果たした。都民文化栄誉賞 、毎
日文化賞受賞。ウイーン在住
10/22 18:00 県立音楽堂 ¥5,000 ¥4,000 ¥3,000
宮本玲子会員 から 「ふたり展」 10/18（火）〜 23（日） 淺ノ川画廊 宮本玲
子＆ひめの治雄 写真展

近郊RCの例会変更
金沢東 10/24 （月）地区大会に振替
10/20 （木）19:00 お月見合同例会
沢 香林坊 10/24（月）休会

金沢北

ホテル日航金

１０月定例理事・役員会のご案内
日時：10 月 13 日（木）例会終了後
場所：例会場において
議件：① 10/20 合同お月見例会について
② ＩＭ実行委員会
の進行状況
③ 指名委員会について ④ その他

例 会 予 定
10/13 長谷川塑人先生「ロータリー精神」
10/20（合同例会）聖霊病院 大下 陸郎院長
金沢北・百万石合同例会 日航 4F
10/27 西村邦雄会員「アスベストについて」
駐新潟大韓民国総領事 金光圭氏
11/17
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点

鐘

ロータリーソング『手に手つないで』
四つのテスト
メイクアップと誕生お祝い
会長挨拶
のかたをもうしあげます。
特別ゲスト
ヴィジター紹介 淺野邦子様 （みなと）
今月の誕生者の紹介 ６日齋木妙子会員
《 食 事 》

350 回
ホテル日 航 5F
2005.10.6
出席率 20/4148.78%
8 月修正出席率 87.80 ％

幹事報告

・ 委員会報告

炭谷亮一ガバナー補佐：
今度 1500m 走を金ちゃんとします。
「 千取」をかけます。
金沂秀 SAA ：11/17 に韓国の新潟総領事が来られますので、竹田敬一郎会員の質問を
中心に話を運びたいとおもいます。日航ホテル４ F を予定しています。
江守道子 R 財団・米山委員長：再びロータリーマスターカードの件よろしくお願い
します。是非利用して奉仕にもお願いします。

ニコニコＢＯＸ

￥ 16,000

本年度合計

￥ 203,500

残高

￥ 4,910,224(内ラオス支援金：￥ 57,000）

二木会長
前田さん、いつも御世話になっています。ラオス援助ニコニコボックスすます。
浅野邦子会
員（みなとＲＣ） メーキャップさせて頂きます。皆様のご活躍にエールを送ります。
江守巧・道子会員
今日は、インプラントの手術を受けて体調不良です。 魏 会員 皆さん、こんばんは。長い間休みを頂き
ましてすみませんでした。今月２３日から２７日まで皆様を故里にご案内することを楽しみにしております。
炭谷会員 前田さん 今夜も頑張ってください。 齋木会員 前田さんのお話楽しみにしております。６
０何才の誕生日です。ラオスをよろしく。
西村会員 前田様 卓話楽しみにしています。 水野会員 前
田様の卓話を楽しみにしています。 村田会員 前田さん、卓話毎回楽しみにしています。

講話の時間

『

加

賀

友

禅 』金工作家

前田

宏智

会員

加賀染（加賀友禅）の歴史−−−− 13 世紀中頃加賀の絹が優れた染織
品として流通しました。15 〜 16 世紀になり梅染め・黒梅染めが加賀の特
産品として幕府や公家の進物になりました。しかし、17 世紀中頃 にこれ
が衰退したが 、京から入った色染めの技法でお国染めに転換しました。
これが加賀友禅 の土台になりました。 1712 年 宮崎友禅斉が京都より金
沢に移住し、加賀の友禅染ができました。 1920 年（大正 9 年）に金沢の
龍国寺で友禅碑を発見、1920 年三越百貨店が加賀友禅の振興をはかり、
一般に普及しました。 特徴は緻密な意匠で、写実性を尊重しています。
加賀五彩という基本色で一つの単位模様の中に数種類のいろを染め分け、
暈かしを 巧に扱います 。京友禅 の様に刺繍、箔置、蒔糊お加工した者は
少ないです。 遠目で楽しむ京友禅に対し、間近にみて、しみじみ楽しむ加賀友禅です。
なお加賀友禅の複雑な工程と、多くの美しい作品のスライドを鑑賞しました。

点

南光州ＲＣ例会だより2005.9.26号

鐘

前週会の消息

ロータリー綱領 : 金成洙
四つ標準 : キンナムピョ
ソング: ユンマンジュ
巨松 千命培 チョン・ミョンベ会長挨拶
1,今日奨学金学生達 に 今後地域社会と国家発展 に貢献できるように最善を尽くし ,努力を。
2.次の週周回 は仲秋節連休で休会なので家族と一緒に健康な旧盆送って ,今後週会 には沢山の
参加をお願いします。
3.週会後、仲秋節奉仕活動でナムピョンセピョクドンサンの家とカンチョンドンの障害福祉施
設訪問寄付を伝達.
4.少年少女家長 3 人に寄付 40 万ウォンずつ伝達
5. 5.26 日週会時 3710 地区ノサン ビョン・トゥファン総裁クラブ訪問会友皆様の大いなる関心と参
,
李庠根 イ・サングン前総裁スピーチ
(日本 2610 地区地区大会および旅行日程紹介紹介.
1. 来る 10 月 22 日(土)-23 日(日)両日間にわたり,私たちの地区と姉妹地区である日本 2610 地区地区大会開催.
2. 旅行日程は 22 日 Rl 会長代理晩餐会を始め、23 日(日)本会議午前出席後、観光予定.
3. ホテル予約およびその他旅行日程は南渓（李庠根）前総裁に問い合わせ下さい。
◎申税植 シン・ジョムシク監査スピーチ
(韓国ロータリー奨学文化財団奨学金紹介)今日支給した奨学金紹介奨学文化財団に私たちの会員でが寄付した金額
.
に比例して,各クラブに割り当てられる奨学金(韓国奨学金.と私たちのクラブで支給するクラブ奨学金で,多くの会友
の奉仕によってなされる大切な奨学金である。
南光州 RC 週報 瑞石臺より
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