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「 」★ 医療フォーラム よく解る医療 ＆Q A
職業奉仕委員会プログラム金沢百万石ロータリークラブ

来る 月 日（木曜日）の例会に上記の医療フォーラムを3 18
行います。
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。御質問、御意見お寄せください。 委員長
北山宛にお送りください。締め切りは 月末日です。2

k-yoshiaki@spacelan.ne.jpメール:
ファックス：０７６－２６３－２４００（北山クリニック）

職業奉仕委員会 北山 吉明 水野 陽子
★ 新しくホームページを新設されました。２ＲＣ

http://www.rotary2610.jp/hakusan/＜加賀白山ＲＣホームページ＞
http://www4.ocn.ne.jp/~k.minami/＜河北南ＲＣホームページ＞

http://www.rotary2610.jp/★ 地区ＨＰをみて下さい

★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 の講話予告2/26

、 、 。 、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す。

市内ＲＣ例会変更
月 日（水） 休会金沢ＲＣ 3 24

月 日(金）休 会金沢西ＲＣ 3 12
月 日（火） ： ～ホテル金沢南ＲＣ 3 2 16 00

日航「 周年記念例会」35
３月 日(火)休会9

２月 日（木） ： 松魚亭金沢北ＲＣ 26 18 30
月 日（月）休 会香林坊ＲＣ 3 15

碧い大気
青い海 蒼い大地 Kanazawa Million Weekly Bulletin No. 0274 2.26 2004

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku

・

（土） （日）は事務所の引っ越しです。お手伝いをお願い致します2/28 29
。
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点鐘
我等の生業 春よ来い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1.

の向上に努めよう。
地域社会に奉仕し、クラ1.

。ブの存在価値を高めよう

本日の講話の藤島先生の会長挨拶
「芋掘り藤五郎」のお話は楽しみにし
ています。新会員に宮崎芳弘さんをお
むかえしました。 訃報ですが竹田敬
一郎会員のお父様がおなくなりになり
ましたえ。本日、川北町お通夜です。で 書き損じ葉書がありまし
たら今月中に事務までもってきて下さい。

金沢工業大学教授 藤島秀隆先生ゲストヴィジター
竹田京子様 竹田大介君（明成小５年）

韓国親善ジュニアバドミントンのために金一封寄贈
光州市 全州市で交歓試合をします。金沢百万石 と南光3/27 3/28 RC

州 の友好交流事業としておこなわれる。光州市での滞在費用は南RC
光州 が負担する。当クラブから石丸幹夫、北山吉明、金沂秀、木RC
村幸生会員が同伴する。 （十万円を援助）

北國銀行の懇親会で金沢北 の宮崎芳弘さんが新会員に RC
大村さんにあい、夜間クラ
ブに入会する事になりまし
た。もともと北クラブにい
たことがありましたが、仕
事の都合で退会しました。最近どうやら時間もとれるようになり、入会を
お願いしたししだいです。ここ百万石クラブには北クラブで飯野さん、石
丸さんには面識があります。司法書士を 年以上やっています。東のお30

。 。 、茶や街の真ん中に家があります どうぞお立ち寄り下さい 趣味はゴルフ
カラオケです。奉仕に頑張ります。
。

¥15,000 ¥567,235 ¥4,048,243ニコニコＢＯＸ 本年度合計 残高
藤島様の卓話を楽しみにしています。 宮 入会致しましたので、今後何卒宜しく坂口会長 崎新会員

御指導御鞭撻をお願い致します。 数週前が大雪であたのが、まるで夢のような次第に暖か江守巧会員

くなってきました。 訪韓ジュニアバドミントンの為に予算をくんで頂き、有り難うございま石丸会員

。 。 。 、す 日韓友好のために頑張ります 藤島先生の卓話を楽しみにしております 皆様のおかげで魏会員

フードピア金沢の行事が無事に終わらせて頂きました。金会員・村田会員、本当に有り難うございます。

卓話楽しみにしています。 暖かくなりました。今宵は藤島さんの卓話を楽しみ村田会員 山下会員

にしています。

「芋掘り藤五郎と金城霊沢～金沢の地名由来を探る～ 」講話の時間
國学院大学文学ぶ文学科卒 昭和 年生 東京都出金沢工大 藤島秀隆教授 10

身 金沢工業大学工学部教授 説話文学会会員 中世文学会会員 日本民族学会会員

。加能民族の会副会長 金沢市史専門委員 加賀 能登の伝承 他多くの著者がある「 」

２～３年前より金沢ブームになり、藤五郎は金沢の観光案内にも必ず出
てきます。山科町の高台に藤五郎神社があります。彼の典型的物語 「藤五、
物語」では加賀介藤原なにがしの末裔といわれ、加賀の国石川郡に住み故郷
にちなんで山科と名付け、芋掘りを職業としていました。それが大和の長
者、生玉の方信夫妻が観音のお告げといって、申し子、和子を伴ってあら
われ、夫婦にしました。そして黄金の袋おくられましたが、無欲な藤五郎は田圃に降り立っ

。 。た雁に其れをなげ捨てました 嘆く妻に掘った山芋に黄金がいくらでもあると藤五郎は言い黄金を沢で洗いました
金洗いの沢です。城主前田家は古くから芋掘り藤五郎の話は知っていました。明治はじめには２０種類の藤五郎の

点鐘本が出ていました。金沢と書いて町人はカネサワとよみ、武家はカナザワと読んでいました。－－－

5Fホテル日航
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竹田京子様 竹田大介君（明成小５年）
金沢市のジュニアバドミントン代表
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