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ロータリーのポリオ撲滅街頭募金
午後 北川ガバナーはじめ11/8

地区ロータリアンとその家族
が一斉にポリオ撲滅募金活動を
しました。金沢百万石クラブは
名鉄えむざ前にて地区役員と共
に約４時間街頭に立ち、通行の
人々に募金を呼びかけました。
特に、池田会員や魏会員の子ど
もさんのかけ声はかわいらしく
て人々が立ち止まってくれまし
た。

（ ）会 員 消 息 第 回日本伝統工芸展 金50 11/7
～ （日）石川県立美術館11/16
友禅訪問着「憩う」水野陽子
平文八角箱「宙の光」市島桜魚
四分一赤銅打出象嵌花器 前田宏智

世界遺産 晩秋の白川郷

快晴に恵まれ、素晴らしい世界遺産をみてきまし11/2
た。また は いただきまし11/6 石川県スポーツ功労賞を
た。 石丸幹夫

11/9西村邦雄会員が金沢市医師会永年会員表彰

碧い大気
青い海 蒼い大地
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品市島桜魚会員作

名鉄えむざ前にて 坂口國男会長と金沢百万石ＲＣ会員と家族

水野陽子会員作品 前田宏智会員作品
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指導 谷伊津子ＳＡＡ気功体操
点鐘

我等の生業 もみじ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、自己の向上に1.

努めよう 地域社会に奉仕し、ク1.
。ラブの存在価値を高めよう

一週間のお休みがあって、久しぶりです。 にはＩＭ指導者セミナーがみや会長挨拶 11/26
こホテルでありました。本日の特別ゲストは飛鳥寛恵様です。よろしくお願いいたします。

なしメーキャップ
善興寺 住職 飛鳥 寛惠 様特別ゲスト

11/1 11/4 11/9 11/14誕生日お祝い 水野陽子 東海林也令子 坂口國男
大友泰宏 市島明子 炭谷亮一 （敬称略）11/22 11/27

３年に一回の ですが、このお金をチャイルド北山吉明会員 リサイタル
ライン石川とメイクアウイッシュに寄付したいとおもいます。よろしく
お願い致します。

ニコニコボックス
卓話 飛鳥 寛惠様 のお話楽し¥13,000 ¥301,735 ¥3,508,192本年度合計 残高 坂口会長

みにしております。 木村会員 北国文化芸能賞おめどとうございます。 本炭谷会長エレクト 石丸会員

日の講話に飛鳥 寛惠様をお迎えして。木村陽子会員の北国芸能賞受賞をお祝いして。私が、本日石川県

体育功労賞を受けました。 （木）のリサイタル お手元のチラシ通りです。事務局にチケ北山会員 12/3
ットをお渡ししました。宜しくお願いします。 木村陽子会員の北国芸能賞受賞をお祝いして。竹田会員

土田会員 久しぶりの参加です 自宅のリフォーム中で・・・ 飛鳥様の卓話を楽しみにし西村会員

ています。木村陽子様、受賞おめでとうございます。

紹介者 石丸幹夫会員講話の時間 「カンボジアの地雷被害について」
飛鳥寛惠 様高岡市中田 浄土真宗本願寺派 善興寺住職

善興寺には独特のダーナ基金と言うのがあります。
ダーナとは布施のサンスクリット語です 「乞うのを。
みて与えるのは施しであるが、最上の施しとはいえ
ない。心を開いて自ら進んで他に施すのが、最上の

。 。施しである また時々施すのも最上の施しではない
常に施すのが最上の施しである。施して後で悔いた
、 、 。り ほこりがましく思うのは 最上の施しではない

施して喜び、施した自分と施しを受けた人と施した
、 。もの この３つを共に忘れるのが最上の施しである

、 、 、 、それゆえに 正しい施しは 自他を忘れ 物を見ず
報いを求めず、清らかな慈の心をもって施し、我も

人も、ともに悟りに入るようねがう心のものでなければならない」－涅槃教（新
訳仏教聖典より） 戦争が終結しても残された地雷で、カンボジアの人々は
手足を失っています。 年前からプノンペンにわたり、日本語学校を作った渋井10
修師（曹洞宗）は足を失った人の を開発し無償で分けておられます。私どもの「ダーナ基金」を「手こぎ自転車」
そこにお届けしました。 一台１万円くらいかかるそうですが、日本の皆さんに協力を呼びかけています。京都北
東ＲＣから 周年には 万円の寄付をいただきました。私の龍谷大学時代のボーイスカウトの中に岩井さん(現15 50
京都北東 ）がおられた縁です。この自転車には協力者のお名前をかきいれてくれるそうです。よろしくお願いRC
いたします。 宋有宰先生点鐘 例会後韓国語講座

ホテル日航 Ｆ3
通算 回261

25/41 60.98%出席

79.72%9 月修正出席率

2003.11.6

その他予定 例会
「トン先生の本音トーク」東山会員11/13

定例理事会
韓国語11/20 如来寺 坪倉かなうさん演奏

「日本をはなれてみたとき」11/27
米山奨学生バチュラチャリア ソバナさん

韓国語

韓国語12/4

Happy birthday to you

北山吉明テノールリサイタル
年 月 日（水) 開演2003 12 3 PM7:00

6F ¥1,500金沢アートホール（ポルテ金沢 )
北山吉明 原田智子 中田佳珠Tenor Viorin Piano

後援：金沢百万石ロータリークラブ・北国新聞社・北陸放
送・開進堂楽器 チケットは北山クリニック
（収益はこどもの為の に寄付します）NPO


