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金沢百万石ロータリークラブ 職業奉仕委員会プログラム

医療フォーラム「よく解る医療 ＆ 」Q A
来る 月 日（木曜日）の例会に上記の医療フォーラムを行います。3 18

この、フォーラムの趣旨は医療に対して日頃疑問に思っていることやよく解らないことを
医療関係会員が説明すると同時に、 ではないか・・理想の医療についてざっくばらんに討論しよう
・というものです。

就きましてはフォーラムに先立ち、会員からの疑問や質問をあらかじめうけておいて討論のたた
き台にしたいと思います。どんな簡単な御質問、御意見であってもよろしいですので、お寄せくだ
さい。質問は無記名であっても記名であっても良いです。個人のプライバシーに関わることである
場合は特に厳密に処理したいと思いますのでその旨をお知らせください。

質問はメールもしくはファックスにて委員長北山宛にお送りください。
締め切りは 月末日です。2

（ ）メール ファックス：０７６－２６３－２４００ 北山クリニック: k-yoshiaki@spacelan.ne.jp
以上 よろしくお願い申し上げます。 職業奉仕委員会 北山 吉明 水野 陽子

市内ＲＣ例会変更
２月１８日（水） ～ 金沢ニューグランドホテル ３月２４日（水） 休会金沢ＲＣ 18:00

20 18 18金沢西ＲＣ ２月 日(金)→２月 日 水（ ）

： ～金沢国際ホテル 月 日(金）休30 3 12
会

月 日（火） ： ～ホテル金沢南ＲＣ 3 2 16 00

35 9日航金沢「創立 周年記念例会」 ３月

日(火) 休 会

２月 日（木） ： ～松魚亭金沢北ＲＣ 26 18 30

２月 日（月） ： ～金沢エ香林坊ＲＣ 2 18 30
「 」クセルホテル東急 創立 周年記念例会16

月 日（月）休 会3 15
月 日（火）→ 月 日みなとＲＣ 2 17 2 18

（水） ： ～金沢国際ホテル18 30
＜小松東ＲＣ地区のクラブホームページ

http://www.komaerc.jpホームページ＞
＜ 小 矢 部 Ｒ Ｃ ホ ー ム ペ ー ジ ＞
http://www4.ocn.ne.jp/~oyabe-rc/index.html

碧い大気
青い海 蒼い大地 Kanazawa Million Weekly Bulletin No. 0272 2.12 2004

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

その他予定 例会

韓国語休み2/12 吉田昭生会員「ダライラマにお会いして」 理事会
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点鐘
それでこそロータリーSONG

春よこい
手を貸そう。四つのしるべ 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
会長挨拶
まだ厳しい寒さです。皆様風邪を引かないようにを付けてください。新会員の
木下さん、本日のゲストと誕生月の方をご紹介します。

会員候補者 宮崎芳弘様 金沢工業大学 鹿田正昭（しかだまさあゲスト
き）教授

小松シテイＲＣ 廣田 信也（ひろた のぶや）会員 金沢ヴィジター
南ＲＣ 神谷 昌利 かみや まさとし 様 金沢香林坊ＲＣ 大西善章 お（ ） （
おにし よしあき）様

4/15 4/22 4/24 4/25今月の誕生者の紹介４名 宮永満祐美会員 木村陽子会員 土田初子会員
江守道子会員
木下新会員の紹介

金沂秀会員：楽
しいロータリーク
ラブへと勧誘しま
した。七尾のＲＣ
には弟さんがおら
れます。

本年度合計ニコニコＢＯＸ ¥7,000
¥541,235 ¥4,022,243残高

今日は雪がよく降りました。皆様、坂口会長

お身体大切に。 木下さん、宮崎石丸会員

さん 大歓迎です。ようこそ。これから宜し

江守巧・道子会員くお願い致します。

木村陽子毎週木曜日に雪が降ります。

久しぶりに例会出席です。私はひどい風会員

邪で声が出ませんが、皆様もくれぐれも御大事

に。

「街が変われば地図も変わる」講話の時間
～ＧＰＳを利用した電子地図のリアルタイム更新～

紹介 池田会員
金沢工業大学 鹿田正昭 教授

これまでは地図は紙製が常識
でしたが、今日はコンピューター
のお陰で、いくつかの電子画像を
重ね合わす事が可能です。しかも ｋ600
ｍの宇宙から地上の人影まで、可成り鮮
明にの画像としてえられます。ナビゲー
ションの技術も大変進歩しています。災
害避難などバリアフリー地図などリアル
タイムで作る事が出来ます リ。 （RTK-GPS
アルタイムキネマティック）で高度な測
量が出来ます。高齢者や身体障害者が正
確な一情報に基づいて行動が出来ます。
国土地理院の道路地図は無償でダウンロ
ード可能です。

点鐘

5Fホテル日航

通算 回272
21/41 51%出席

77.23%12 月修正出席率

2004.2.5

運送と旅客をしています。 歳です。妻42
ひとりと 長男 長女 次女がいます。い
ろいろ教えてください。 木下新会員

廣田信也会員


