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！r韓国訪問参加者追加募集
厳粛な会長就任式へ とても有意義で楽しい旅です。是非ご参加を！

下記の通り スケジュールが決まりました。
６月２２日（金）小松－ソウル 仁川空港よりバスにて観光 （夕食）プンチョンの絶品！うなぎ12:05-14:00

（ ） （ ） （ ） （ ）６月２３日 土 薩摩焼きの古里カンジンを訪ね活魚料理 刺身 －－ 夜 南光州ＲＣ例会出席 会長就任式
６月２４日（日）光州－ソウル ソウルにて美味しい冷麺とショッピング11:30-12:25

9:15-10:55６月２５日（月）帰路 ソウル－小松
江守巧 江守道子 金沂秀 朴英子 岩倉舟伊智 村田祐一 村田順子 西村邦雄 水野陽子 谷伊津子出席者：

福間祐 福間真佐子 上杉輝子 の皆さん

金沢地区ＲＣ例会変更お知らせ
金 沢ＲＣ ６月 ６日（水） 夜間例会及びチャリティ・オークション １８：００ 金沢ニューグランドホテル

金沢西ＲＣ ６月２９日（金） 最終夜間例会 １８：００ 都ホテル

金沢南ＲＣ ６月２６日（火） 最終夜間例会 １８：３０ ホテル日航金沢

７月 ３日（火） 夜間例会 １８：３０ つば甚

金沢北ＲＣ ６月２８日（木） 最終夜間例会 １８：３０ 松魚亭

香林坊ＲＣ ６月１８日（月） やれやれ会 １８：３０ エクセルホテル東急

会場変更例会のご案内
企画委員長 北山 吉明 宮本玲子会員の「浅の川
画廊」をお借りして会場変更例会を開催しますので
ご案内申し上げます。

19:00 20:00日 時 平成１９年６月１４日（木） ～
場 所 浅の川画廊 並木町 浅野川ハイ9-20

076-222-5043ム１Ｆ ＴＥＬ
卓 話 髙輪 眞知子様 （浅の川倶楽部）
会 費 会員・家族 １人／ 円 （お弁当2000
・コーヒー・デザート）

当日の急なキャンセルの場合は、恐縮ですが会
駐車場 ５台程費をお支払い願います。

※お車の方は、ご一報下さい。
出欠〆切 ６／７（木）

事務局まで

魏賢任会員：中国 大連の名所「星海広場」に面して菜香楼がオープン 大連で古都会員消息
金沢の魅力を発揮しています。 大連と金沢の友好交流の基盤に！

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku
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例会 予定
北山吉明会員（北山クリニック院長）5/31

」「スポーツ少年と付き合ってわかったこと
矢部直嗣様「ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの作り方」6/7
《会場変更例会》於：浅の川画廊6/14

卓話：髙輪眞知子様（浅の川倶楽部）
《地域発展委員会活動 「金沢市のまちづくりについ6/21 》
て」木谷弘司様

（金沢市都市計画課担当課長）
《ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ 「一年を振り返って」6/28 》
金 沂秀新年度会長 所信表明7/5
潮田資勝様（北陸先端科学技術大学院大学学長）7/12
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ロータリーソング点鐘
『我等の生業』
四つのテスト

５月２８日の夕刊のトッ会長挨拶
プに、何とか還元水で有名な松岡農林
大臣が自殺との報道がありました。現
役の大臣が自殺をするなんて、やっぱ
り自殺天国日本だなと思いました。い
くら政治生命がもう残り少ないかもしれないが、本当の命

を自ら縮めるなんて逃避以外のなにものでもないと思っています。死んだ方を悪く言うのはよくないかも知れませ
んが、何の解決にもならず、安部政権にとっては限りないマイナスなことを、政治家が分かっていないはずはあり
ません。

年金の納めた記録がかなりの割合で紛失しているとのことです。私も自宅の机を調べた所昭和５３年の年金手帳
が出てきました。これで少しはもらえると思うのですが、お役所仕事と言うべきか国民のことを全く無視した、役
人の勝手と都合でもらえるべき年金がもらえないでは、たまったものではありません。

皆口 倫子 様 金沢北ＲＣ 松本範夫 様特別ゲストの紹介 ビジターの紹介
《 食 事 》

幹事報告・委員会報告 その他
（木）会場変更例会（於：浅の川画廊）のお知江守道子幹事 6/14

らせ
金沢北ＲＣゴルフ同好会について金沢北ＲＣ 松本範夫様

（木）会場変更例会（於：浅の川画廊）のお知らせ江守道子幹事 6/14
金沢北ＲＣ 松本範夫様 金沢北ＲＣゴルフ同好会について

“国際ハートエキスポ ”関連イベントのご皆口倫子様 2007Ishikawa
案内と参加ご協力のお願い「 （土) ～ 七夕ピースフ07/7/7 pm1:30 4:30
ェスティバル 金沢市観光会館、 （日）国際ハートエキスポマーケ7/8
ット 金沢駅もてなしドーム地下広場 途上国人道支援 世界平和に

12,000 626 840 5,286,550-ニコニコＢＯＸ ￥ 本年度合計 ￥ ， 残高 ￥
久しぶりにメーキャップに来ました。先日の北ＲＣゴルフ同好会・ゴルフコンペに北ＲＣ 松本範夫様

野城様、申様、参加して頂き有難うございました。おかげさまで当日、能登半島地震チャリティーで８万

円近く集まりましたのでロータリー本部に送らせてもらいました。 今日は北山先江守会長・幹事

生のお話を期待して来ました。 皆さんこんばんは。ご無沙汰しております。北山先生のお話を魏会員

楽しみに来ました。皆さんのおかげさまで母国の大連に菜香楼を逆輸入させて頂きました。

。 「 」、木場会員 北山会員の卓話楽しみにしています 月曜日までのめいてつエムザでの 石川の伝統工芸展

。 。おついでがありましたら宜しくお願い致します 北山さん卓話楽しみにしております東海林会員

北山先生のお話を楽しみにしています。 北山会員の卓話楽しみにしてい水野会員 宮本薫子会員

ます。先日の北ＲＣとのゴルフコンペに行けなくてとても残念でした。急に前日の夜に出張になってご迷

惑をおかけしました。

《 食 事 》
「スポーツ少年と付き合ってわかったこと」講話の時間

北山吉明会員 （北山クリニック院長）
スポーツドクター、全日本少年バドミントン連盟副会長、石川県少
年バドミントン連盟会長

スポーツドクターとしてスポーツ少年と付き合ってきて、分かった
ことは、小学校高学年までに、スポーツを通して身につけることの
できる能力の大切さ、であった。
子ども時代の脳は，豊富な刺激によって素晴らしい能

力を身につける反面、刺激が少なかったり、偏ったりす
ると、正常な発育が損なわれ、それは大人になっても影

響し続けることになる。子ども時代に、運動神経をはじめ、感性や言語とい
った認知を身につけないと手遅れになることが分かっている。受験に代表さ
れるような偏差値教育の問題点は、脳の正しい発育に不可欠な、さまざまな
刺激を受ける機会を奪ってしまうことにある。

スポーツは、①スポーツの持つ豊富な身体性、②身体背に基づく脳のニュ
ーロンの活性化、③実体験を基盤とした認知の蓄積、感覚を研ぎ澄ましてイメージを作り上げる創造性と感性の育
成、④目標、努力、成果、喜びと悲しみ、自己達成感、といった人間性の創造、のすべてを包括している。

このようなスポーツこそ教育の原点というべきである。その意味で、子供たちにぜひスポーツを勧めたい。
点 鐘

回 家族例会424
2007.5.31ホテル日航

20/37 54.05%出席率
82.64%４月の修正出席率


