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国際ロータリー第 地区大会のご案内2610

本年度の国際ロータリー第 地区大会が別紙のとおり開催されます。2610
、 「 」、 「 」 、本年度は 金沢東ロータリークラブが ホストクラブ 当クラブも コ・ホストクラブ となっておりますので

『全員登録』として皆様のご協力をいただきますようお願いいたします。なお、多数のご参加も重ねてお願い申し
上げます。
期 間 ： 平成 年 月 日（土）～ 日（日）16 4 10 11
ところ ： 金沢全日空ホテル・石川県立音楽堂コンサートホール
登録料 ： 大会登録料 会員 円 家族 円15,000 10,000

会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 会員 円 家族 円RI 15,000 15,000
※ 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会には、できるだけ正装でご参加下さい。RI
※ 別紙参加申込書にて、 月 ６日（月）迄に 直接または 又はＥ－ｍａｉｌでお返事を下さい。 事務局1 2 FAX

市内ＲＣ例会変更
２月１８日（水） ～ 金沢ニ金沢ＲＣ 18:00

ューグランドホテル ３月２４日（水）

休会

（ ）金沢西ＲＣ ２月 日(金)→２月 日 水20 18
： ～金沢国際ホテル 月 日(金）18 30 3 12

休 会

月 日（火） ： ～ホテル金沢南ＲＣ 3 2 16 00

35 9日航金沢「創立 周年記念例会」 ３月

日(火) 休 会

２月 日（木） ： ～松魚金沢北ＲＣ 26 18 30
亭

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16
会」 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

１月定例理事会記録
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その他予定 例会
韓国語1/22 金沢工大 鈴木良次教授 「ここまできた脳を見る窓」

韓国語1/29 クラブフォーラム 「半年を振り返って」
金沢工大 鹿田正昭教授「街が変われば地図も変わ～ＧＰＳを利2/5

韓国語用した電子地図のリアルタイム更新～る」
吉田昭生会員「ダライラマにお会いして」2/12
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～ 」
． 「 」2/26 小学校教諭金森俊朗先生 大平政樹 子供シリーズ 金森学級

堂田恵美子 アナウンサー 吉田昭生 現代の結婚式事情3/4
土肥 敬（たかし）東海林也令子 チェロミニコンサート3/11
会員3/18
鈴木 茂 日銀支店長3/25

4/1
4/8

会場変更例会 浅野川画廊にて4/15
4/25

休会4/29
祖泉 淳 メイクアウイッシュ オブジャパン5/6

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

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
～ 事務局は年末年始の休みです。12/27 1/4

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 ：
1 412 920-0852 3-5 T262-2211 F262-2241事務室 ライブ かなざわ 号(前田） 〒 金沢市此花町
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点鐘
それでこそロータリー 雪SONG

。四つのしるべ 1.手を貸そう
感謝の声をかけあおう。1.
親睦と友情を深め、自己の1.

向上に努めよう。
地域社会に奉仕し、クラブ1.

。の存在価値を高めよう

新年おめでとうございます。雪が降り、寒い冬にも負けない様に行きまし会長挨拶
ょう。

金沢ＲＣ 鈴木茂様 金沢南ＲＣ 岩本道成様メイクアップ
二木秀樹会員 池田裕之会員 三浦雅博会員 石丸幹夫会員今月の誕生者 1/2 1/5 1/7

下村義明名誉会員 大平政樹会員 谷伊津子会員1/21 1/27 1/31
金沂秀親睦委員長委員会報告

韓国南光州クラブか
らクラブ宛に年賀状

。 「がきました
新年は健康で有意義
でありますようにお
祈り致します 」と。
いうことでした。

¥16,000 ¥346,235 ¥3,552,692ニコニコＢＯＸ 本年度合計 残高
坂口会長 炭谷会長新年おめでとうございます。今年もよろしく。

あけましておめでとうございます。 これから世エレクト 石丸会員

界社会奉仕、国際友好交流と、物入りですのでニコボックスします。

皆さん、あけましておめでとうございます。今年も宜し大平会員

齋木会員 水野くお願いします。 今年も、よろしくお願いします。

あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願会員

い致します。 元気ですが、しばらく都合がつかず欠席が続山下会員

き申し訳ありませんでした。 皆さん、あけましておめ吉田光穂会員

でとうございます。 あけましておめでとうございます。北山会員

ハッピバースデイ本年も元気で“それイケーツ！”

竹田敬一郎会員講話の時間 「日本の財政と社会保障」

年には ％が高齢者になりまし2002 30
。 、た 修正率は 代は４人でしたが1950

年には２人、 年には と1970 1990 1.33
30減少してきてきます。医療保険は

兆円にもなり、特に老人医療費が増え
ています。現在の日本の人口は 億1

万人ですが、 年が最高でで2700 2005
次第に減少します。 ～ 代の段階50 60
の世代がこれからどんな消費構造をな
すかが重要な課題です。国家予算みま
すと、金のないのに使い過ぎです。このままでは日本丸

2004 17 65 2020は沈没します。 年には ％の 歳以上の人が
年には ％になります。 （日本将来の不安を28 -----------
資料で説明されました ）。

最後に丁度メイクアップされていた がいろいろ追加されました。鈴木茂日銀金沢支店長
不安な年金問題が登場すると 消費は逆相関で減少します。この個人消費が戻らない限り景
気の上昇はなく、老後の安心なくして、消費は増えません。人口増については婚外子をみと
める案でたりしています。また年をとっても働ける事が必要です。

点鐘

5Fホテル日航

通算 回269
24/41 58.54%出席

77.23%12 月修正出席率

1.152004.

鈴木茂日銀金沢支店長


