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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、 ではな理想の医療についてざっくばらんに討論しよう
いか・・・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。 メール ファックス：2 : k-yoshiaki@spacelan.ne.jp
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

書き損じハガキ換金額２５００円 社会奉仕委員★ 世界社会奉仕事業の書き損じハガキキャンペーン
会費より２５００円 土田社会奉仕委員長の寄附５０００円 以上で１００００円を地区へ寄附送金しました。

、★２８日・２９日の２日間の引っ越しには
会員１４名の方々にお手伝い頂き、無事北山クリニック（北山会員）の隣に移転することができました。有り難う
ございました。備品を寄附してくださった方、修理をして下さった方、様々なご協力を頂きました。ご覧になりた
い資料などありましたら是非事務局をご利用ください。また、お近くにお越しの際は是非、お立ち寄りください。
事務局がちゃんと仕事をしているかどうか覗きに・・！？そして、いろいろ御指導ください 事務局 相川晶代。

★ 河北ロータリークラブから
、 、かほく市合併に伴い ３月１日より例会場

事務所の住所表記が下記のとおり にな変更
ります 新 〒 － 石川県929 1173
かほく市遠塚ロ 番地 かほく市七塚生57 6
涯学習センター ※電話／ＦＡＸ番号は従
来通りです。
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） ： ～ホテル日金沢南ＲＣ 3 2 16 00

航「 周年記念例会」35
３月 日(火)休会9
金沢北ＲＣ 香２月 日（木） ： 松魚亭26 18 30

月 日（月）休 会林坊ＲＣ 3 15

邦楽会館 杵屋六以満（木村陽子会員）さんら会員消息 オーケストラアンサンブル金沢と素囃子共演 3/7
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金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku

・

その他予定 例会
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 」

土肥敬氏 日下ちさ子氏 チェロとピアノミﾆｺﾝｻｰﾄ3/11
韓国語休み理事会

韓国語休み3/18 9:00本音で語る医療 職業奉仕委員Q&A （～ ）
韓国語3/25 鈴木茂 日銀支店長 『最近の金融経済の動向』
韓国語4/1 高木真理子様 子ども夢フォーラム代表

韓国語休み4/8 鈴木薫氏 北陸総合通信局長 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4/22 金 沂秀会員
韓国語休み4/29 休会
韓国語5/6 祖泉 淳 ﾒｲｸ ｱ ｳｲｼｭｵﾌﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ

（日）に事務所の引っ越しをしました。2/29
。

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

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 2F 920-0852 3-2 T262-2211 F262-2241事務室 ライブ ビル 〒 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
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
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点鐘
我等の生業 ひなまつり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。
地域社会に奉仕し、クラブの1.

。存在価値を高めよう
今晩は立派な会場で、金森先生をお迎えしました。天候はまた冬にもどった会長挨拶

様ですね。高岡西クラブ、金沢南クラブからのメイクアップ、そして韓国語の宋先生がい
らっしゃっています。

（ ） 、ビジター 高岡西ＲＣ 舘 懌二 たち たくじ 様 金沢南ＲＣ 岩本道成様
久保田逸夫様

金沢市立南小立野小学校教諭 金森 俊朗先生 韓国語講座 宋有宰先特別ゲスト
生ほか会員家族、ご友人ほか１０名（土田初子会員ご子息、松原様、村田夫人 炭谷夫人

大平政会員令嬢 魏会員令嬢 など）
先週父親がガンで亡くなりました。皆様にはお気遣い戴きすみませんで竹田敬一郎会員

した。お礼申し上げます。手術後の療養も甲斐なくなくなりました。
今、あらためて父の存在に気づきました。

¥10,000 ¥577,235 ¥4,058,243ニコニコＢＯＸ 本年度合計 残高
坂口会長 石丸会明日より金沢美大卒業製作展が３月２日まで行われます。

金森先生のお話一所懸命に聞かせてもらいます。金沢市伝統工芸展すば員

江守巧らし作品でした。家内が本日行きました。明日は、私が参ります。

金森先生をお迎えして 金森先生のお話楽しみに・道子会員 大平会員

しております。 先週の父の葬儀に際しましては、皆様から過分なお竹田会員

心遣いを賜り有り難うございました。

円 土田社会奉仕委員長より寄附 円書き損じハガキ換金 2500 5000
社会奉仕委員会より 円 以上 円2500 10,000

金森俊朗先生講話の時間 子供シリーズ「金森学級」
年中島町のお生まれで、金沢大学教育学部を卒業金森先生のご紹介 大平政樹会員 1946

後、独特な教育哲学は大反響を呼んでいます。金沢市立南小立野小学校教諭をされていま
す。いのちの教科書を是非後覧下さい。

日本の子供はレールを走っているようです。私は逆転した
わけです。しかし、誤解もあり、特殊児童の教育と思われている
様です。千葉県から先生のクラスに入れて貰えないかという申し
込みもありました。学校ではまず子供の話しに耳を傾けます。徹
底的に良い聞き手になることです。子供の言語能力の高さに驚き
ます。ある子の「私のお父さんはいません 「お父さんは家ではテレビをみていてしゃべ」
るとうるさいといいう 「僕の耳は治らない 「お父さんは肺癌で入院しています 「お。」 」 。」
ばあさんがなくなり、おじいさんは寂しそう」 そのような表現の後は気遣う子供がで
て来て、感動します。お父さんゆっくりでいいよ 幼子が過労な父親を気遣います。
ＴＶで私の学級をみて 「どうして あんなに泣けるのですか？」と質問をうけますが、、
「黙って子供から聞いてやる事が大切です 」そうしている中に子供達は多くを語る様に。

なり、感激、いたわり、仲間の感情が育ちます 「一般に大人は目的のみ考え手段はどちらでも良い」のですが、。
子供は手段、過程が大切なのです。パジャマを着るのも
大人からみていると、もたもたしているようですが、パ
ジャマと人間の関係を楽しんでいるのです。せわしい大
人は子供の教育には向きません。ノンビリした人がいい
のです。おじいちゃんやおばちゃんが相手にならねばな
りません。 普通に考えれば馬鹿げたこと、例えば多く
のトマトをなげつけ馬鹿騒ぎするスペインのトマト祭、
死者まで出る諏訪大社の御柱祭、しかし、このような事
は子供の世界から消えてしまいました。この馬鹿げた文
化が子供の積極性挑戦心をはぐくみます。私のどしゃぶ
り、どろんこ遊びは金森学級のいのちを輝かす大切な行

点鐘動です。

5Fホテル日航

通算 回275
30/43 69.77%出席

82.93%1 月修正出席率

2004.2.26

様高岡西 舘懌二RC
金沢には一度来たい

と思っていましたこの

クラブには女性会員も

。多く素晴らしいですね


