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第三回 『１００歳バンザイ』のお知らせ 社会奉仕委員会活動 委員長土田初子
、『 』 、前年度より引き続き下記の通り １００歳バンザイ のボランテイア活動を歌手の三輪一夫さんといっしょに

行いました。
日 時 平成１５年７月９日（水） 午後２時３０分
場 所 馬場福祉会デイサ－ビスセンター東山苑 東山３－２２－３２ （馬場小学校裏）

ＴＥＬ ２５３－３７７９ ＊１０２歳誕生者 長田 政子さん

会員消息
Advanced Implant Surgeryミシガン大学

に参加して②A Hands-On Training Course
江守歯科医院

江守道子
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

友 遠方より来る

日本旅行中の朴天学氏と千命培氏（韓国南光州ＲＣ）がご夫妻でひょっこり 金沢にあらわれました。急な旅行7/6
でしたが、来年の 大阪の国際大会では是非京都で皆様とお逢いしましょうとのことでした。5/23

碧い大気
青い海 蒼い大地
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例会予定
ボーカルコンサートとワークショップ イスラエル歌7/10
手による（ガバナー補佐訪問日）
坂口会長の新年度方針7/17
仏教建築家 吉井清氏 （木村幸生会員紹介7/24
ガバナー公式訪問日7/31
江守歯科医院 卓話： － 年度 国際親善奨学生8/7 02 03

¥1,500市川佳子 さん
７月定例理事会の日にちが変更
１７日（木）→２４日（木）議件は「今年度決算・次年度
予算について」

新鮮献体を使った手術実習
ワン教授、ジアンノーブル助教授、お手
伝いの先生方
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まず身体を動かそう（気功指導 谷会員）
点鐘

手にてつないで 七夕ＳＯＮＧ
四つのしるべ
手を貸そう。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1.

。の存在価値を高めよう
金沢東ＲＣ 松木浩一様 金沢南ＲＣ 岩本道成様 金沢北ＲＣメイキャップ

長原俊之様 金沢ＲＣ 山本真明様
村田祐一会員 金 沂秀会員 北山吉明 会今月の誕生者のお祝い 7/8 7/21 7/28

員
坂口國男新会長は東京三越での個展のため本日はご欠席です 「盛会で充会長挨拶 炭谷亮一会長エレクト 。

実です。皆様によろしくお伝え下さい」とのことでした。
今月の誕生者のお祝い 村田祐一会員 金沂秀会員 北山吉明会員7/8 7/21 7/28

（飯野健志名ニコニコボックス ¥114,000 ¥901,247 ¥3,623,879本年度合計 残高
誉会員より１０万円の寄付がありました。有り難うございます ）。

些少ですが、本年度もよろしくお願い致します。坂口先生会長、ご就任おめでと飯野名誉会員

うございます。一年間何卒よろしくお願い申し上げます。また、日本橋三越の個展の盛会をお祈

炭谷亮り致します。京都北東クラブ創立記念例会に家内と出席致しますので、皆々様宜しく。

一会長エレクト 石丸幹夫増強市島会員の卓話を楽しみにしています。感激させてください。

新しい年度発足、新会員のご紹介をお願い致します。 市島明子会員 本日の卓話は、委員長

桜魚です。先にお詫びしておきます。下手っぴなので・・・ 今度、友人の江守巧・道子会員

誘いで家族揃って仙台に行く予定です。 野城さん、大変御世話になり有り難う大沼俊昭会員

ございました。 今期は、例会委員長を仰せつかりました。アイデアと工夫で竹田敬一郎会員

宮永満祐美会員微力ながら、一年間頑張りますので皆様のご協力を宜しくお願い致します。

１０年ほど研修でお邪魔している病院が、日経新聞調査「患者にやさしい病院」全国５３位に入りま

した。お客様が評価されるのは本当に嬉しいことです。

東山デイケアサービスセンターで 恒例の「百委員会報告 土田初子社会奉仕委員長
歳バンザイ」の慰問奉仕を歌手の三輪一夫さんといっしょに、させて頂きます。お時間の
許される方は、是非ご協力をお願い致します。

会員講話の時間 漆の仕事 蒔絵に使う根朱筆 市島明子（市島桜魚〕
。 、 。5 年ぶりの卓話です まず 漆の仕事のお話からいたします

の特別番組で放送されたので知っておられる方もいるかNHK
と思いますが、蒔絵に使う根朱筆が生産不可能になっています。根朱筆はクマネズミ
の脇毛で作るとか背筋の毛の特別な毛で作るとか言われています。肝心のネズミがい
なくなった事や捕ってくれる人もいなくなった事で原材料が手に入らなくなってしま
い、もう何年の前から全く作ることが出来ないのです。我々はネズミの代わりにネコ
やウサギの白い毛で作った根朱替という筆を使っています。そんな中、番組の放送が
きっかけで「ぺんてる」が根朱筆の代用品となる蒔絵筆を開発しました。試作品を輪
島の蒔絵師さんに使ってもらったところ、なかなかの使い心地で商品化することにな
ったそうです。漆を塗る刷毛は女性の髪の毛で作ります。一度もパーマをかけたこと
のない十代の女の
子のものが最上だ

そうですが、私も自分の髪で刷毛を作りたくて
伸ばしているところです。

現在の私が 年前と一番違っているのは、大5
学の先生になって学生たちを教えるようになっ
たことです。作家であることを忘れないように
と師匠に言われたことを大切にしていますが、
組織に生きることが生まれて初めてということもあって、二足のわらじを履くのは実に難しいです。でも、今年に

Everythinghappen to入って気持ちの切り替えが出来るようになってきました。私には好きな言葉が二つあります 「。
」全ては最善のために起こる。今まで知らなかったことを見せてくれる世界に入った訳ですから、大学にthe Best
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いるからこそ出来る事を見い出していきたいと思います 「 」最小は最大なり。図案を考える時にもっ。 Less is More
とも必要とされるのが「省略」です。自分の思いを伝えるためには、あれもこれもと増やしていてはいけないので
す。あれもいらない、これもいらないと捨て去ることが大切であり、そこに説得力のある作品が生まれるのです。
この二つの言葉を噛み締めながら頑張っていきたいと思っています。

点鐘

嬉しかった、ロータリー米山の奨学生
ShoVana

今年、なによりも嬉しかったことは、ロータリ米山の奨学生として採用していただいたこ
とです。日本での生活を維持していくことが非常に難しく、勉強をやめようかと考えてい
たところでした。奨学生になれたことで、再び勉強に専念することを決意しました。ロー
タリの皆さんに本当に感謝しています。
日本での留学生活でたくさんのことを学びましたが、もう少し頑張って博士号をとって
ネパールの教育発展の分野に本格的に貢献したいと願っています。
しかし、最近、ネパールの政治的な事情、また、経済的な状況は悪化するばかりで、私の
ように海外で頑張って、いずれネパールのために頑張ろうと考えている青年たちはネパー
ルへ帰るのを好まなくなっている。それでも、私はネパールへ帰って頑張りたいです。も
し、ちゃんとした職業に就けなかったとしても、自分に合った仕事を見つけられなかった

としても、めげずに頑張ろうと思っています。 それに、女性であるメリットを生かして、結婚し、母親になるな
り、あるいは、学校の先生になるなりして、多くの子供たちを育てたいと思っています。 そういう意味では、い
ま私は頑張ってインプットしている知識や経験を、将来、絶対に、何らかのかたちでアウトプットしていけると信
じている。 ２４４回例会にて6/19

提供 宮本玲子会員

http://www.hokuriku.ne.jp/k-westrc/金沢西クラブのホームページができました。
この度、金沢西ロータリークラブでは、 ホームページを開設いたしました。 ホームページでは、クラブの概要、
会員紹介、年間行事などの他、 「 」と題し、高校生の目標コンテストを企画しています。Teen's Message

小松シティ・ロータリークラブの吉田さんから、サイバークラブに関する情報をいサイバークラブについて
ただきました。最近、ロータリーに関する情報網で、頻繁に出てくる話題です。
英語に自信のある方、メイクアップにチャレンジしてみてはいかがですか？ はこちらです。e-club
http://www.rotaryeclubone.org/

以下は吉田さんのメールのご紹介です。
２００のパイロットプロジェクトのうちの１８がサイバークラブのようなものだと聞いた覚えがあります。 韓国
ソウルでもサイバークラブの立ち上げがあると上海ロータリー準備クラブ（という言い方が間違っていたらすみま
せん）のイアンさんから教えていただきました。

http://www.rotaryeclubny1.com/ニューヨークのサイバークラブへはここからどうぞ。
私の拙い英語では誤解もあるかと思いますが２４時間、ネット上での例会の他に月一回の顔を突き合わせての例会
も行われているようです。

吉田正樹＠小松シティ 地区石川県 (有)吉田工業 機械部品製造RC 2610


