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アデ・マジィアベ夫人の死を悼むロータリー世界
ジョナサン・マジィアベ 会長エレクトの奥様のアデ・マジィアベ夫人が、 年 月 日に英国でお亡くなりRI 2003 6 6
になりました。アデ夫人は、その数週間前に発作で倒られたのでした。その温かい心、ユーモアのセンス、ロータ
リーへの献身で全ロータリー世界に知られ、愛されたアデ夫人でした。

Advanced Implant Surgeryミシガン大学
江守歯科医院 江守道子A Hands-On Training Course に参加して

風薫る５月の連休を利用して、ミシガン大学
歯学部歯周治療・口腔顎顔面外科主催の新鮮死
体を用いたスキルアップコース ４日間 に参加す( )
る機会に恵まれた。今回のコースは日本人向け
で 人の参加者のうち 人が日本人、 人台,46 40 5
湾人 インドネシア 人だった。, 1
４月 日 日曜日 、次女 藤田保健衛生大・医学28 ( ) (
部 年 が臨床実習で 米国衛生研究所 へ、6 ) NIH( )
約 日間出かけるというので名古屋からノース10
ウエスト便で、ミシガン大学のあるデトロイト
まで、同行した。約１３時間の旅の後、空港か
ら､大学のある まで､車で約２５分､An Arbor

２年ぶりのアメリカは相変わらず広々と､心地よい空気が感じられた。 月 日に 歯学部の教室で 日目の4 29 , 1
講義が始まった。台湾出身のワン教授のインプラントの審美的治療計画から
始まり､歯周再生治療､サイナスリフト、自家骨移植､歯槽骨延長術等であっ
たが スライドを使って日本語の通訳がついた講義はとても早くついていく, ,
のが大変だった。日本と違い時折参加者に質問が飛んできて 私も英語で答, ,
えようと必死で聞いていたが ネイテイブの英語ではない（日本人の英語が,
私達の耳障りがよいように）ので比較的聞きやすく ％は理解できた80~90
と思った。３日目の講義の後､実習室で模型を使った手術方法を行った。
４日目が最後だったが､死後５日目の新鮮な頭部のみの死体を使った、実習
はとても印象的で､圧巻だった。
２人で１つの頭部を使って､左右に分かれ､講義及び実習で学んだ手術を行っ

! ( )たが､｢痛い ｣といわないので､とてもやりやすかった 当然ですが・・・・。 。
この体験を､帰国後､当院の患者さんに実施しているのは当然だが､今後も“
患者さんの立場に立った医療”を目指してさらに努力する所存である。

コヴァーチ デーネシュのリアサイタルの江原千絵さんのお礼状
際には多大なお力添えをいただきまして 誠に有難うございました。皆様の

コヴァーチ デーネシュ先生とおかげで師匠にとっても私にとっても忘れられない大切な思い出になりました。
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点鐘
手にてつないでＳＯＮＧ

四つのしるべ
．慈愛の種を播こう。1
感謝の声をかけあおう。1.
親睦と友情を深め、自己の向1.

上に努めよう。
地域社会に奉仕し、クラブの1.

。存在価値を高めよう
金沢ＲＣ 山本真明様メイキャップ

本日のメイキャップゲストは山本様です。良くいらっしゃいました。講話は北春千代先生に第５回目会長挨拶
の百万石の歴史と文化についてお話ししていただきます。早いもので、ラストの５０回目の例会になりました。ふ
りかえりますと、まず一番目は事務職員の採用にはじまりました。
１０数名のなかからの１名です。相川晶代さんは本当にいい方です。２番目は５周年記念事業です。最低の規模で

。 。 。もあれぐらいやらねばならなかったのでしょう しかし残高の繰り越しも出来てほっとしています ９８万でした
皆様のご協力でした。感謝とお礼を申しあげます。

坂口國男次期会長
東京生まれの私が 歳の時全くの他国から金沢に来て、49

。 、6/30 厚生年金会館に泊まったのを思い出します 内気で
エネルギーはもっぱら絵画に向けていました。皆様のご
指導の中、欠席しない様につとめます。各委員長さんは

、 。積極的な行動意識を持っておられ 頼もしいかぎりです
。市内８ では一番若く４０名と少ないのが原動力ですRC

又 女性の入会が発展に寄与するものとおもいます。
さて作日から香林坊の大和で私の展覧会があります。ご
覧いただけたら幸いです。

アンゲルスの岡井さんがウズベクスタンで知り合った歌姫による演奏委員会報告 炭谷亮一会員
。会が にあります。是非多数ご参加お願いします7/10

の例会は ボーカルコンサートとワークショップ イスラエル歌手による（ガバナー補佐訪問7/10
日）

森住卓氏（写真ジャーナリスト）が （日）教育会館 にて江守道子会員 6/29 2F
「イラク戦争の真実 劣化ウラン弾が子供に与えた悲劇について」の報告が

ありますので、是非多数いらして下さい。

¥21,000 ¥787,247 ¥3,509,879ニコニコボックス 本年度合計 残高
永かった一年もアッと云う間に終わりました。皆々様のご協力に感吉田会長

謝致します。 次回の例会は欠席です。この分、東京でがんばります。 先坂口次期会長 石丸会員

週は久しぶりに例会を欠席しました。左目の水晶体の入れ替えをしました。よく見えます。これでバド

江守巧・道子会員 大ミントンも強くなれそうです。 吉田会長、前田幹事一年間ご苦労様でした。

会長、幹事をはじめ役員の皆様一年間ご苦労様でした。北先生もシリーズでの卓話、有り難う平会員

ございました。 吉田会長、前田幹事一年間本当にありがとうございました。お疲れさまで木場会員

した。 吉田会長、前田幹事一年間ご苦労様でした。 炭谷会員 坂口次期会長、７月１日炭谷会員

からの日本橋三越での個展の成功をお祈りしております。 長くお休みしてごめんなさい。水野会員

吉田会長一年間ご苦労様でした。 吉田会長をはじめ役員の皆様この一年間有り難うござい村田会員

ました。事務局も見違えましたし、益々、楽しいクラブになりましたネ。

北春千代県歴史博物館副館長講話の時間 百万石の歴史と文化５
製茶・喫茶図屏風－茶道が－（小谷城郷土館所

蔵）をめぐって
小 谷 左 大 夫 ・ 征 長
（ ）は大阪夏1584~1658
の陣で中黒道随を助け
た。中黒家は大阪冬の
陣で戦功をたて、前田
綱紀に仕えた。
その小谷家（堺市豊田

点鐘町に伝わる屏風である。
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吉田会長の閉会点鐘


