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～六道界の欄間拝観～会場変更例会のご案内
今回は、住職の法話を聴きながら中国の有数な彫刻家による六
道界の世界を彫刻した欄間を拝観させて頂きます。ご家族の同
伴も可能です。
日時 平成１９年５月１７日（木）１９：００～２０：３０頃
場所 如来寺 小立野 ℡ 卓 話5-1-15 076-221-0833
如来寺住職 吉田 昭生会員

『地獄・餓鬼・畜生（三悪道）の世界からの解脱』
（ ）会 費 会員・家族 １人／ 円 出欠〆切 ／ 木2000 5 10

会員消息
宮本玲子写真展

（水）～ （日）5/16 20
石川国際交流サロン

（市役所そば）
AM10 PM6:00～
最終は までPM5

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku
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．

新しく完成した香林坊の火よけ地蔵堂
薬種商 越前朝倉の家臣向田兵衛は婿養子の比叡

山の僧香林坊の名をとり店名を香林坊としたが、兵

衛の夢枕にあららわれた地蔵尊のお告げの目薬で利

家の眼病がなおったりして、香林坊は大いに名をあ

げた。また寛永の大火も不思議と地蔵堂辺りで消え

2007.4.29たという。

満天星椿（ドウダンツツ寺島蔵人邸（金沢市大手町 ）の10-3
庭にはこれが多数大木となり花を咲かせていて見事であジ）

2007.4.29った。

例会 予定
川上重彦様（金沢医科大形成外科教授 「形4/26 ）

成外科の最新医療」 「オーキッドルーム」5F
渋谷進様（ 株）渋谷工業取締役副会長）5/10 （
「出会いとふれあい」
例会後 新旧理事役員会

会場変更例会 於：如来寺5/17
家族例会 バイオリンミニコンサート5/24
西澤和江様（バイオリン奏者）
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点鐘
『それでこロータリーソング

そロータリー』
四つのテスト『

皆さん今晩は！会長 挨拶
ここしばらくは申し上げることが沢山
で、遅れましたが４月１日に行われた

のチャリティコンサートで我がロータリークラブ北山会員
全額１０万９５００円をニコニコボックス会員が購入した

して頂きました。そのほかにも北山会員は能登半島地震の被災者の方への寄付もされています。皆さんも各に寄付
自治体が集めていたこともあり、いろいろな所で寄付をなさったとは思いますが我が百万石ロータリークラブはニ
コニコボックスから１０万円を社会奉仕委員会から１０万円を、合計２０万円を能登北部医師会を通じて被災者の
皆さんに送りました。新聞社や放送局などいくつも義援金を受け付けている団体はありますが、僕が１０数年前に
県を介して阪神淡路の震災の長田小学校へ行ったときの事を考え、我々の同級生の山岸満先生が３月まで能登北部
医師会の会長を勤めていたこともあり決めました。山岸君には朝９時頃に電話をしてもなかなかつかまらず、ボラ
ンティアで来た各地の医療チームの振り分けなどでものすごく忙しかったそうです。彼からは「ありがとうござい
ました。皆さんによろしく！」とのことでした。

川上重彦先生（金沢医科大学 形成外科教授） 金沢北ＲＣ 越田和好様 金特別ゲストの紹介 ビジターの紹介
沢香林坊ＲＣ 中嶋和喜様

能登半島地震義援金について １）皆様から募金して頂いた義援金 ￥４１，０００を地幹事報告・委員会報告
区ガバナー事務所を通し石川県へ委託致しました。有難うございました。 ２）ニコニコボックスより￥１００，

０００を能登北部医師会を通し寄附させて頂きました。
３）社会奉仕委員会より￥ を能登北部医師会を通し寄附させて頂きました。100,000

《 食 事 》
幹事報告・委員会報告

５月の卓話予定のお知らせ北山吉明企画委員長
社会奉仕委員長 ピアノ演奏会の件など東海林也令子会員

19,000 586 840 5,311,350-ニコニコＢＯＸ ￥ 本年度合計 ￥ ， 残高 ￥
二週続けてメーキャップさせて頂きます。 川上先生本日の卓話金沢北ＲＣ越田和好様 江守会長・幹事

をよろしくお願いします。 本日の例会に川上先生をお迎えして。 川上先生のお石丸会員 大平会員

話楽しみにしております。 川上先生、今日は宜しく。楽しみにしています。 先金 会員 齋木会員

週白山石川ＲＣで卓話をしてきました。謝礼の半分を白山石川ＲＣへニコボックスさせて頂き、半分は百万石

ＲＣへニコボックス致します。 川上先生をお迎えして。 ５月２日に六本木に宮永会員 宮本薫子会員

国立美術館がオープンします。そこで国展があるようですが、宮本玲子会員が写真の部で入選したようです。

明日の新聞に出るらしいです。去年の入選作は５月１６日から国際交流サロンで展示されます。是非見に行き

たいです。

川上重彦先生（金沢医科大学 形成外科教授）講話の時間『 形成外科の最新医療 』

、 、紹介：北山吉明企画委員長 川上先生は福井県敦賀市のご出身で 金沢大学を昭和 年に卒業され51
。 、 、 。1996年に教授になられました 大学では学生部長や スキー部長をされ ゴルフはハンディ６です

形成外科とは英語で といいますが主に体表面にPlastic & Reconstructive Surgery
おいて先天的、後天的に生じた形態的・機能的異常を何らかの外科的手段を用いて正常
に復元させる ＱＯＬの回復を主眼とした外科治療学です。 口蓋裂 多指症 瘢痕
熱傷 腫瘍 母斑の外科や美容があります。
形成外科の歴史は 紀元前のインド式造鼻術にはじまります。既に皮膚移植を行ってい
ます。 金沢医科大学では 年に日本で標榜診療科として公認された年に初代教授の1974
塚田
貞夫

先生が大学開設と共に金沢大
学の皮膚科形成外科診療斑よ
り移籍し、教室を開講しまし
た。 私は其の２代目です。

後スライドで実際の症例を
リアルに説明された。

点鐘

回420
「オーキッドルーム」5F

2007.4.26
19/36 52.78%出席率

79.86%３月の修正出席率は

紀元前のインド式造鼻術


