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（日）に事務所の引っ越しをしました。2/29
RC2003~2004 4/10~11地区大会 金沢全日空ホテル 石川県立音楽堂にて ホスト金沢東

記念講演
新しい国際社会と日本
の軍縮外交

国連軍縮大使
猪口邦子先生

世紀は軍事力が 世紀は経済力19 20
が、 世紀は知識のある国が世界の21
リーダーになります。重兵器の国家
対国家の争いから携帯小型兵器の人
と人になってきています。まず武器
の回収破壊事業が必要です。治安部
隊の民主化、病院の共同運営、例え
効率が悪くても民主化が必要、少年
時代のコミュニティが大切です。

魚津市です。是非 参加して下さい。次の地区大会は本年 10/24

碧い大気
青い海 蒼い大地 Kanazawa Million Weekly Bulletin No. 0281 4.8 2004

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku

・

北川晶夫ガバナー

。
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我等の生業点鐘 SONG
さくら 故郷の地（韓国語）

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、自己の向上1.

に努めよう。
地域社会に奉仕し、クラブの存1.

。在価値を高めよう
総務省北陸総合通信局長 鈴木薫氏 同総務課総務係長 中野正人氏ゲスト

新会員予定者 表聡太郎氏 金沢南ＲＣ 神谷 昌利様ビジターの紹介
新会員になられる 表聡太郎様 メイキャップの神谷昌利様 よくいら会長挨拶

っしゃいました。
地区大会について 又 地区協議会が （日）に黒部中央 のホス幹事報告 5/16 RC

トで行われます。次期理事役員は出席して下さい。

鈴木 薫氏の卓話ニコニコＢＯＸ ¥6,000 ¥641,235 ¥4,122,259本年度合計 残高 坂口会長

石丸会員 江守巧・道子会員楽しみにしています。 新会員候補の表 聡太郎さんをお迎えしました。

次女が県立中央病院で研修中で、我が家も賑やかになりました。 表様、ようこそいらっしゃいました。魏会員

百万石ロータリーへのお仲間入りを心よりお待ちしております。

北陸地域の情報通信基盤整備について講話の時間
～地上デジタル放送の開始にむけて～

北陸総合通信局長鈴木薫氏
戦略は 年には世界最先端の 国家にしたい。まず①低廉で高速e-Japan 2005 IT

なアクセス網の完成、②全公立学校へのインターネット接続 ③ 電子商取引に
係わる制度の整備 ④電子政府・電子自治体の推進の３法
電子入札開始 ⑤電子政府の緊急対応支援チーム（ ）のNIRT
創設 サイバーフォースの整備です。 年からは 活用2005 IT
医療・教育分野 セキュリティ対策 国家戦略 各分野の

官民数値目標設定 役割の明確化 政策評価 政策提言実施ｰ
ｰｰｰ 戦略本部に専門調査会設置などです。IT
戦略第二期の基本理念は①構造改革 を駆使して無駄のIT

排除と経営資源の有効活用 ②新価値の創造 環境で新産IT
業・サービス創出③個の視点 に基づいた改革 ④新たな国
際関係
医療 食 生活 中小企業金融 知 就労・労働 行政サービス 研究開発 人
材育成 安全安心な利用環境の整備 です。
次世代の通信基盤整備として があります。光ファイバ地上デジタル放送の開始

ーによる高速デジタルテレビは３大都市圏では 、金沢 富山 福井局では 年末を予定しています。2003.12.1 2006
には 年ＮＨＫがテレビ本放送依頼のアナログ放送が終了します。2011 1953

点鐘
一隅を照らす賞
金沢百万石ＲＣ推薦の
「子供ゆめフォーラム
のチャイルドライン石
」 。川 が表彰されました

地区大会にて

代表の高木真理子さん

例会はウィーンリンク のシューベルト氏（バイオリン奏者）らが来られますお知らせ 2004.4.15 RC
から例会 ～ から食事パーティです。なおゲストとしてなお ウイーンフィルハーモニーの4 /15 7:00 7:30 9:30

メンバーのチェロ奏者のローベルト・ナジ氏やビオラ奏者のインノケンティ・クラブコ氏、そしてピアニストのマ
インハルト・プリンツ氏 声楽家の中田留美子氏もこられます。

坂口夫妻 炭谷夫妻 金沂秀 竹田 前田智 石丸夫妻 後出夫妻 岩倉 木村（幸）夫妻ＲＩ大阪大会登録者
名魏夫妻 16

その他予定 例会
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 下郷 稔氏
韓国語休み4/29 休会
韓国語5/6 祖泉 淳氏 ﾒｲｸ ｱ ｳｲｼｭｵﾌﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ

大平政樹会員宅5/20
新入会員歓迎会 北間楼5/27
浅野川画廊6/17
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