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の講話予告命の大切さをとことん学びあい心身に刻み込ませていく金森学級３０年のすべて 2/16
、 、 。 、金森先生は 能登出身で 石川県にて３０年間小学校教諭を勤めてこられました 情操教育の最高峰といえるその教育法は

県下の教育関係者のみならず、 テレビ、講演会などで、子供を持つ家庭からも大きな注目をあつめています 。 いのちの大切。

さを学ぶということが、今日ほど切実に求められている時代はありません。今日から実践 家庭で学校で金森学級の授業は今日

から実践できる具体的でわかりやすいものでしす。 すべての親、教師が読みたい画期的な一冊が誕生しました！

関連図書 金森俊朗先生の著書 「太陽の学校」教育史料出版 １５００円

「性の授業、死の授業 輝く命との出会いが子どもを変えた 」村井淳一共著 教育史料出版 １５００円

「町にとび出せ探偵団」ゆい書房 １３５９円

金森俊朗先生が解説している本 かつおきんや著「辰巳用水をさぐる」能登印刷出版 １５００円のなかで、みずからの実

践をもとに ー調査団いっぱいにな～れーと題した長文の解説をしています。 ＮＨＫスペシャル「こども 輝けいのち」が本

になりました。 ＮＨＫこどもプロジェクト編「４年１組命の授業 金森学級の３５人」ＮＨＫ版刊 １２００円
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四分一赤銅打出象嵌花器 前田宏智
お詫び 号の水野陽子会員の作品写真が間違261
っていました。

碧い大気
青い海 蒼い大地

Kanazawa Million Weekly Bulletin No. 0262 11/20 2003

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku

炭谷亮一 吉田昭生 二木秀樹 前田宏智会長： 会長ｲﾚｸﾄ： 直前会長： 副会長： 幹事：坂口國男
池田裕之 谷伊津子副幹事： 会計： 監査：魏賢任 野城勲 後出博敏 SAA：

西村邦雄 土田初子理事： 北山吉明クラブ奉仕委員長： 職業奉仕委員長： 社会奉仕委員長：
二木秀樹 村田祐一 石丸幹夫 三浦雅博国際奉仕委員長： 新世代委員長： 会報広報： 情報．RC
石丸幹夫 木場紀子増強拡大委員長 修練選考

大平政樹 金沂秀 岩倉舟伊智 相川晶代企画委員長 親睦委員長 友好委員長 事務局

事務局執務時間 月火水金 ： ～ ： 木 ： ～ ： 休憩時間 ： ～ ： 休日 土日祝日10 00 16 00 15 00 20 30 12 00 13 00
5F 920-0853 2-15-1 T076-234-1111 19 00例会場 ホテル日航金沢 〒 金沢市本町 例会日時 木曜日 ：

1 412 920-0852 3-5 T262-2211 F262-2241事務室 ライブ かなざわ 号(前田） 〒 金沢市此花町
E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp URL http://www.hokuriku.ne.jp/million/ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

品市島桜魚会員作 水野陽子会員作品 前田宏智会員作品

北山吉明
テノールリサイタル

年 月 日（水) 開演2003 12 3 PM7:00
金沢アートホール（ポルテ金沢 )6F
¥1,500

北山吉明 原田智子Tenor Viorin
中田佳珠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NPO
します）

その他予定 例会
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
韓国語米山奨学生バチュラチャリア ソバナさん

韓国語12/4 年次総会 次年度の理事・役員の選出
新会員 吉田光穂会員 「ピアノのはなし」12/11

ホテル日航金沢 ４Ｆ12/18 年忘れ例会
（水）８ 新年合同例会 を振替1/7 RC 1/8

竹田敬一郎会員1/15
韓国語1/22 金沢工大 鈴木良次教授 「ここまできた脳を見る窓」

韓国語1/29 クラブフォーラム 「半年を振り返って」
韓国語2/5 金沢工大 鹿田正昭教授「街が変われば地図も変わる」

会員2/12
韓国語2/19 金沢工大 藤島秀隆教授 「芋掘り藤五郎と金城霊沢」

小学校教諭 金森俊朗 先生（子供シリーズ）2/16
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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1.

上に努めよう 地域社会に奉1.
。仕し、クラブの存在価値を高めよう

金沢ＲＣ 長田武嗣 様メーキャップ

雨上がりで寒さも大分きびしくなってきたようです。体に気を付けて下さい金沢クラブの長田様用こ会長挨拶
そ。東山卓嗣会員の卓話も楽しみです。

２６１０地区のポリオ撲滅の街頭募金の記事は新聞にものりましｔ。 来年前田宏智幹事報告
のＲＩ大阪大会の申し込みを早くお願いします。詳細は会報を見てください。例会のあとに定例
理事会があります。出席して下さい。

は如来寺での例会です。沢山出席して下さい。金沂秀親睦委員長 11/20

ニコニコボックス
¥11,500 ¥313,235 ¥3,519,692本年度合計 残高

東山会員の「トン先生の本音」を楽しみにしています。 ポリオ撲滅坂口会長 炭谷会長エレクト

街頭募金活動参加の皆様ご苦労様でした。池田・魏両会員のお子さん達のご協力で とっても盛り上が

りました。 今晩は獅子座流星群の夜です。寒くなりました。江守巧会員

ポリオ募金活動の打ち上げパーテイでの残金をニコボックスします。大沼会員

東山先生の卓話、ご苦労様です。 東山先生の本音トーク、楽しみにしてい大平会員 西村会員

お陰様で百万ＲＣの事務局として一年を迎えることができました。ます。 事務局 相川さん

今後とも、宜しく御指導お願い致します。

（事務局からのニコッボクス 本当にありがとうございます ）。

東山卓嗣会員 ひがしやまクリニック院長講話の時間 「トン先生の本音トーク」
”和歌山の潮の岬の近くの小さな町生まれです。小さい頃病気がちでその事が

医学部を目指した理由です。愛媛大学を卒業する時に、病気を治すのが医師の
仕事ですが、健康な人がより良く生きられるようにするのも、医学と考え、形
成外科、美容外科を選びました。卒業後、東京女子医大形成外科に入局し、研
修を始めましたが、月給 円で休みもなく、ひたすら仕事、仕事の毎日で45000
した。人の 倍は働いていました。そのお陰で一人前になるのも早く、良かっ3

。 。たと思います 医局の 年先輩の女房と結婚したのが金沢に来たきっかけです2
、 、 。開業 年目を向えますが 開業当初は 開業資金がほとんど無く苦労しました10

やっとお金が借りられて開業できて良かったです。本も出しました ”トン先生。
の形成外科治療 ”トン先生のホンネトーク”などがそれです。院内新聞のラベ”
ンダーは、年 回発刊し、 刊となりました。その時々の、患者様に伝えたい3 26
ことを掲載しています。痛い事をしないために、麻酔の注射の仕方を色々工夫

しています。細い針を使ってゆっくりうつと、痛みはほとんど無くなります。プライマリーネット病院をインター
ネット内に建設し、日々、患者様の質問に答えています。即座にお返事をするように心がけています。職業を通じ

点鐘て奉仕するというロータリーの職業奉仕精神と同じで、僕のライフワークとして続けて行きます 。

11/1311 月の定例理事会
出席 坂口 二木 炭谷 前田 野城 池田 西村 北山 村田 石丸 吉田 谷（宮永）

年次総会（ ）に当たり指名委員会を設置し、年次総会までに次期理事１） 12/4
・役員を選出する。指名委員：会長、会長エレクト、幹事、副会長、副幹事 歴
代会長とする。 年忘れ例会について・・・ (木) 於 ﾎﾃﾙ日航金沢 ４２） 12/18 :
Ｆ鶴の間し物は、ｵｰｸｼｮﾝのみ行い時間にゆとりを持ちゆっくり会員相互の親睦を
図る例会にしたい 皆出席の表彰にについて北ＲＣに習い、幹事、ｸﾗﾌﾞ奉仕３）

、委員長の一任 南光州ＲＣとのマッチンググランドの続報…移動式入浴者の寄附 百万石ＲＣ ＄東京４） 2000
京都の姉妹ＲＣへ各 ＄の寄附の依頼を 当ＲＣの ＄については、ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽより今期と来期に分割1000 2000

国際大会の登録料本大会登録のｸﾗﾌﾞ代表者５名（予定）に対して、登録料、旅費の負担が大きいため、不参加５）
の会員全員で補助する。＠ ずつ下期年会費納付の時、負担してもらう3000

ホテル日航 Ｆ3
通算 回262

23/41 56.1%出席

81.1%10 月修正出席率
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