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医療フォーラム「よく解る医療 ＆ 」★ Q A
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

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・・・というものです。御質問、御意見お寄理想の医療についてざっくばらんに討論しよう
せください。 委員長北山宛にお送りください。

締め切りは 月末日です。 メール ファックス：０７６－２６３－２４００（北2 : k-yoshiaki@spacelan.ne.jp
山クリニック） 職業奉仕委員会 北山 吉明 水野 陽子

韓国語講座講師 宋 有宰 先生より韓国の歌のＣＤを頂きました。★
このＣＤは、韓国の珍島の海割れの観光（親睦委員企画）のとき、また南光州ＲＣから来沢されたときに会員全

。 『 』員で韓国の歌を歌い交流を深めてもらえたら・・・という宋先生の思いが込められています ３曲目の 故郷の地
という歌を会員全員で覚えたいと思います。例会で曲を流し、練習をしますが家でも聞いて頂き耳慣れしておいて
下さい。

２／９（月）に各５万円寄附★メイク・ア・ウイッシュオブジャパン、チャイルドラインいしかわへ
しました（北山会員チャリテイコンサートチケット代より

市内ＲＣ例会変更
２月１８日（水） ～ 金沢ニュ金沢ＲＣ 18:00

ーグランドホテル ３月２４日（水） 休会

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） ： ～ホテル日金沢南ＲＣ 3 2 16 00
航金沢「創立 周年記念例会」 ３月 日35 9
(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
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その他予定 例会
金沢工大 藤島秀隆教授 「芋掘り藤五郎と金城霊沢～金沢の2/19

韓国語地名由来を探る～ 」
韓国語2/26 小学校教諭金森俊朗先生 子供シリーズ「金森学級」

韓国語3/4 堂田恵美子 アナウンサー 吉田昭生 現代の結婚式事情
韓国語休み3/11 土肥 敬氏 東海林也令子 ﾁｪﾛﾐﾆｺﾝｻｰﾄ 理事会
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韓国語4/1

韓国語休み4/8 理事会
韓国語休み4/15 ウィーンリンク シューベルト氏らRC

韓国語4/25
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- 2 -

点鐘
我等の生業SONG

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
本日は３月の春の会長挨拶

ようです。ビジターをご紹介致します。
金沢北ＲＣ 中田秀雄 様ゲストヴィジター

委員会報告
医療フォーラムをします。１ペ北山吉明職業奉仕委員長

ージ参照
金沢市少年バドミントンチームの韓国遠征石丸幹夫会員

について。 姉妹クラブの南光州 の招聘で に光州RC 3/27
市、 に全州を訪問します。総勢 名です。当クラブ3/28 29
から 万円の援助有難うございます。10
来期の近藤ガバナーから私が地区の友情交換委員長を命

じられました。私のことですから、友情交換は韓国になる
と思います。よろしくお願いいたします。

¥11,000 ¥552,235 ¥4,033,243ニコニコＢＯＸ 本年度合計 残高
３月の春を思わせる日々になりました。 ２１日（土）に韓国の太鼓「チャン坂口会長 江守巧会員

ゴ」のコンサートがあります。よろしかったら是非出席してください。 吉田昭さんの卓話を楽しみに

しています。 ダライラマのお話を楽しみにしております。 昨日の金沢市のバ大平会員 北山会員

ドミントン大会で５０歳の部で優勝しました。石丸会長より大きなカップをもらいました。パートナー

に恵まれただけでしたけど、ラッキーでした。 吉田昭先生のお話を楽しみにしています。魏 会員

村田会員皆さんのおかげさまで２月１４日（土）菜香楼で３回目のフードピアの開催となります。

吉田昭さん、卓話楽しみにしています。

吉田昭生会員 （浄土宗 如来寺住職）講話の時間 「ダライ ラマ にお会いして」

、 、不思議なご縁で 寺の落ち葉の掃除をして後
湯涌温泉へ出かけました。丁度、お風呂にはた
った１人の 歳くらいの男の人がいて、私に80
話しかけて来ました。風呂けら見える山の名前
からはじまり、インド、ネパール、ブータン、
チベットにも話がすすみ、珍しく１時間以上も
風呂場におりました。そして新月と満月の日に
その人の家に見事な曼陀羅の絵を飾り瞑想しま
すので来てみて下さいと誘われました。 その
方は市内の加賀爪の人で その曼陀羅は６×８
ｍもあり、チベット旅行での献身的な住民子供

への頻回の奉仕のお礼に、ダライラマから直接いただいたそうです。
その方の奥さんが、石油企業へのアドバイスのお礼でたてた数億円の
家は ダライラマが金沢に来られた時のお宿です。お付きの 人の一30

11/1 11/2行のために大きな食堂もあります 昨年の に来られ。
に奈良、 日の滞日の中、金沢に４泊５日おられました。10
ダライラマは笑顔の素晴らしい方ですが、精かんなお顔をしておられます。お釈迦さんの姿をみる様でした。

人が死ぬ時は にんげんのエネルギーが体内の仏に集中します。そして頭頂に光が入り、一
瞬にしてその仏が引っ張りだされるのです。その光は修行により長くみる事が出来ます。

点鐘

金沢駅西にミニ中華街を会 員 消 息
菜香楼本館、新館を中心に中華料理店、中国茶、工芸品、雑貨の専門店、中国語や伝統楽器

の演奏を教える教室など地域をイメージしています。横浜、神戸、長崎の他、北陸金沢にも
中華街を作って、国内外からの旅行者にとっての魅力的な観光地にしたいと思います。

魏賢任会員（菜香楼社長）

5Fホテル日航

通算 回273
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参考図 「両界曼陀羅 胎蔵界」部分 京都東寺


