
第 1831 回例会（2010.12.22） 

◇ソング 「奉仕の理想」 

◇出席率  88.2％（出席 15 名・欠席 3 名） 

◇本日のお客様  

田島睦子  様（ピアニスト） 

 

◇会長挨拶  

 今日はピアニストの田島さんの卓話であります。今日の卓話は、これまでい

ろんなお話があった中で非常に珍しいと思います。演奏家の本分は通常、演

奏という事でありますから田島さんご本人にとっても初めての経験で緊張して

いらっしゃるという事です。しかし、クラシックを中心に様々なところで演奏され

る田島さんにその時の会場の様子に演奏される人達はどう感じているんだろ

う？などと、聞き手の側からの私のおかしな疑問に先ほどから大変気さくに、

そして面白くお答え頂いているところです。いわゆる演奏の現場のお話、言葉

は悪いですが裏話も含めてです。今からピアノという楽器の成り立ちや作曲

家の事、音楽学校の起源、現在のクラシック演奏の世界の事や今の演奏家

の立場、後に続く人達への教育の苦労話など、いろんな側面のお話を伺って

まいります。先ほどらい、７～８分間での会話だけでも興味深いお話でした。

だから、きっと、これからの卓話は期待できます（笑）。という事で益々プレッシ

ャーになってしまったかも知れませんが先ほどからの田島さんの明るい人柄

から、こんな事は軽く乗り越えられると思いますので…（笑）では、田島さん、

宜しくお願い致します。 

 

◇幹事報告  

・石川第一分区ＩＭ（都市連合会）の案内。 

・初例会は 1 月 5 日（水）午後 5 時～賀茂神社参拝、午後 6 時 00 分～初例

会（割烹やまぐち）です。 

・12／29(水 )は休会となります。 

・1 月ＲＩレート 1＄＝84 円  



    

◇卓話「作曲家のお話」 

田島睦子  様（ピアニスト） 

 

 

 

◇ニコニコボックス 

・田島様、卓話ありがとうございました。（表、高井、西、山本、今城、新江、

室谷、星名、金津） 

・田島様、卓話ありがとうございました。35 周年にはお世話になりました。（麝

香） 

・田島様、卓話ありがとうございました。先日のクリスマス例会、孫達が大喜

びでした。（高橋） 

・遅刻しました。ごめんなさい。（吉田）  

 

/////////////////////////// 

本年度目標額   ８００，０００円  

当月収入額     １１７，５００円  

本年度累計額   ３５６，０００円  

目標達成率      ４４ .５０％ 

（前年度同月率    ４８ .６５％） 

（2010.12.22 現在） 

/////////////////////////// 
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第 1830 回例会（2010.12.18）－年忘れ家族例会－ ホテル日航金沢  

 午後 6 時 00 分よりホテル日航金沢に於いて、河北ローターアクトクラブ合

同の年忘れ家族例会が行われた。例会では表会長の挨拶のあと、桶谷会

長エレクトより次期の理事および役員の発表と挨拶があった。  

パーティーでは山本副会長の乾杯のあと、星名会員によるアコーディオン演

奏やビンゴゲーム、高井幹事扮するサンタクロースによる子供たちへのプレゼ

ント等楽しいイベントが続き、会場は終始笑顔と笑い声があふれた。  

 

 

◇ソング 「それでこそロータリー」 

◇出席率  94.1％（出席 16 名・欠席 2 名） 

◇会長挨拶  

 

 

 

 皆さん、こんばんは。今日は年忘れ例会という事でここ日航ホテルに来てい

ます。例年になくお子さんやお孫さんの人数が多いように思います。又ビジタ

ーとして苑さんと戚さん夫妻とアクトの北村会長と中村君にも参加して頂きま

した。ありがとうございます。 

今日のクリスマス例会は私個人的には家族を大切にするアメリカならではの

事で最もロータリーらしい例会ではないかなと思っています。今日は楽しく過

ごしましょう。 

しかし、もう今日の例会で約半年が過ぎました。今日は桶谷会長エレクトから
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新役員の発表も後ほどございます。本当に時間というのはあっという間に過

ぎるものですね。残りの半年も皆さんよろしくお願いをいたしまして、短いです

が今日の挨拶に替えたいと思います。 

 

 

◇河北ローターアクトクラブ会長挨拶  

 

 

 

◇次期役員理事発表・次期会長挨拶  

 

 

 

◇幹事報告  

・初例会は 1 月 5 日（水）午後 5 時～賀茂神社参拝、午後 6 時 00 分～初例

会（割烹やまぐち）です。 

・帰りのバス出発時間はホテル日航金沢前、午後 8 時 45 分です。 
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◇ニコニコボックス 

・年忘れ家族例会ありがとうございます。来年もよろしくお願いします。（河北

RAC、表、高井、桶谷、金津、西、山口博、室谷、今城、辻、吉田、杉本、森、

山本、星名、新江） 

 

 

 

 

 

 

第 1829 回例会（2010.12.08） 

◇ソング 「我等の生業」 

◇出席率  88.2％（出席 15 名・欠席 3 名） 

◇本日のお客様  

橋本  可苗  様（NPO 法人クラブパレット  健康運動指導士） 

大野有希子  様（     〃      運動指導員） 
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◇会長挨拶  

今日はちょいトレです。メタボ対策という事でかほく市が取り組んでいる事業

に当クラブが一番にこの講習を申し込ませていただきました。ちなみに私のほ

うも市内の某トレーニングジムで時々汗を流しに行きます。よく高橋政明会員

ともお会いします。さて、私も年齢が来月で４８才になります。先日、ちょっと張

り切りすぎて膝に水がたまってしまいました。ここしばらくは水泳をしております。

メタボ対策とはいえ、あまり張り切りすぎも年寄りの何とかで、良くありません

ね。という事で今日は橋本さんと大野さんに講師になって頂いて我々の体を

十分に点検もして頂きたいと思っております。皆さんの今後の運動の目安に

して頂ければ幸いです。宜しくお願いします。  

 

 

◇幹事報告  

・次の例会は 12／18(土 )『年忘れ家族例会』です。ホテル日航金沢にて 18

時 00 分点鐘です。 

・12／15(水 )は休会となります。 

・アメリカ短期交換留学プログラム案内。  

・交換学生帰国報告書が届いています。  

 

 

◇かほく市健康体操「ちょいトレ講習会」～肩こり、腰痛予防・改善プログラム

～ 

橋本  可苗  様（NPO 法人クラブパレット  健康運動指導士） 

大野有希子  様（     〃      運動指導員） 

 



 

 

 

 

◇ニコニコボックス 

・クラブパレットの橋本さん、大野さん、「ちょいトレ講習会」ありがとうございま

す。（表、高井、西、山本、杉本、今城、室谷）  

・すみません。早退します。（麝香）  

 

 

 

第 1828 回例会（2010.12.01） 

◇ソング 「君が代」・「奉仕の理想」  

◇四つのテスト 

◇出席率  88.24％（出席 15 名・欠席 3 名） 

◇本日のお客様  

苑  永輝  君  （米山奨学生） 
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◇会長挨拶  

 今日は年次総会です。次期の桶谷会長エレクトの役員理事がこれによって

決定されます。ある程度の内示をお受けになっている方もいらっしゃると思い

ますが、どうかよろしくお願い致します。 

もう今日で今期の半分が済んだ事になるのでしょうか。ボヤボヤしている間に

時間はあっという間に過ぎていきます。こうやってこれからも進むのでしょうが、

何かしらをやり遂げたという感覚が後の期間の間に持てるかどうか少し疑問

でありますが、足りない能力をふり絞っていきたいと思いますので、会員の皆

様がたに於かれましては今後ともよろしくお願い致します。  

 

 

◇米山奨学金授与  

 

 

 

◇お祝い 

（誕生祝）吉田直司会員  
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（結婚祝贈呈）高橋政明会員  

 

 

 

◇幹事報告  

［12 月度理事会報告］ 

・新年初例会（1／5）の件  

・「30 分でわかる幾多郎講座（全 6 回）」謝礼の件  

・1 月のプログラム 

1／ 5 新年初例会  賀茂神社参拝  17 時 00 分  

    割烹やまぐち 点鐘 18 時 00 分  

1／12 クラブフォーラム 担当：会員組織委員会  

1／19 卓話「30 分でわかる幾多郎講座（第 3 回）」 

1／26 中間報告（会計・各委員会）  

［その他］ 

・12 月ＲＩレート 1＄＝82 円  

・来週はかほく市健康体操「ちょいトレ」講習会ですので、動きやすい服装で

お願いします。 

 

 

◇年次総会  

2011-2012 年度  役員・理事組織  
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【役  員】 

会  長／桶谷八郎  

副会長／山本順次  

会長エレクト／新江克之  

直前会長／表  守活  

幹事／金津泰康   

会計／高橋政明   

 

 

【理  事】 

会員組織／辻清平  

クラブ管理／今城清一  

奉仕プロジェクト／吉田直司  

ロータリー財団／杉本正一  

 

 

◇ニコニコボックス 

・年次総会御苦労様です。時間が経つのは早いですね。残りをよろしくお願

いします。(表 ) 

・年次総会無事に終わりました。ありがとうございました。苑さん、ようこそ。こ

れからも頑張って下さい。（高井）  

・次年度の理事及び役員の方々、よろしくお願いいたします。（桶谷）  

・次年度役員理事の皆様、ガンバリましょう。（山本）  

・年次総会で決定された次期役員の方々、次年度よろしくお願いいたします。

（西、杉本） 

・結婚祝ありがとうございます。（高橋）  

・12 月 15 日、54 才になります。 (吉田 ) 

・高橋さん、吉田さん、結婚記念、誕生日おめでとうございます。一日でも多く、

今日の日のように穏やかで晴れやかな日が続くことを祈ります。（星名）  

・先週、無断欠席しました。(森、金津 ) 


