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会長の強調事項(ロータリー家族、健康問題、識字と教育および浄水)、ポリオ・プラス、及び会員増強RI
意義ある人生論です。是非出席して下さい★卓話ご案内

セクシャリティカウンセラーあねざき しょう10 月２８日
こ氏 サブタイトル「２１世紀の性愛（エロス）のゆくえ」

～ヒューマンな関わりを求めて～
近年、バーチャリティの肥大化や、コミュニケーションが苦
手な世代が増えてきていることで、人としての基本的な感覚
が衰退してきているようです。ヒューマンな感性や人として
の関りを目指し、生きるエネルギーの源とされる「エロス」
を熟成し続けるため、今後私達にどのような行動が求めらて
いくのか、２０年あまりの相談事業を通しての経験からのお
話です。

金沢エンジニアリングシステムズ社長 西川１１月１１日
「ＩＴと人間修氏 ソフトウェア開発会社社長から見た

社長はソフトウェア開発会社を２０代らしさの関係」
で立ち上げられました。現在金沢大学の学生向け講座の講師
として起業の経験を話していらっしゃいます 「ＩＴは人間。
をだめにする」という持論の持ち主です 何か、あねざき
氏との通ずるものがあるのかと思いましたので、一緒にご案
内しました 宮永 満祐美

金沢北 との恒例の合同例会のお知らせ★ RC
日時 月 日（木） ～ 場所 松魚亭 東山 ( ) 卓話 柳達司氏 柳酒造代表10 21 19:00 1-38-30 TEL076 252 2271
卓話 利き酒 和室にて「利き酒会」の後洋室にて懇親会会費 お一人／ 円 申込み〆切 月 日（木）10,000 10 7
多数ご出席を 事務局まで

“東茶屋街を考える会”のお知らせ★
“東茶屋街を考える会”ご家族の方も是非、いらして下さいませ。
日時 月 日（土） ～ 場所 料亭『中むら』 東山 電話 会10 23 19:00 1-14-7 076-252-1654
費１万８千円～２万円申込み〆切 月 日（火）親睦委員（齋木）または、事務局まで10 12

金沢市内ロータリークラブ例会変更
金沢東ＲＣ 月 日（月）地区大会に振替10 25
金沢西ＲＣ 月 日（金） 休 会10 8
金沢南ＲＣ 月 日（火 「美術鑑賞会・懇親会」 ： ～ 金沢 世紀美術館・10 19 16 00 21）
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金沢北ＲＣ 月 日（木 「お月見例会」 ： ～ 松魚亭 金沢百万石ＲＣとの合同例会10 21 18 30）
金沢香林坊ＲＣ 月 日（月 「まつたけ例会」 ： ～ 金城楼10 4 18 30）
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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』SONG

四つのテスト
私の友人ですがアフリカ会長挨拶

のボツワナという国にいましたが
国民の ％が公務員でエイズも60

％のの人に感染しているとのこ60
とです。北陸中日新聞は魏賢任会
員の中華街の話がでていました。

地区友情交換の日も近づきまして本日はゲストも沢山おられます。又新会員の浅田さんをご
紹介致します。

金沢西ＲＣ川口征弘 小矢部ＲＣ嶋田 登 富山西ＲＣ源 浩金沢北ＲＣ渡邊聡 （敬称略）メイキャップ
（敬称略）＊ 地区・ 地区韓国友情交換に参加の方々2610 3710

（ ）、 （ ）、 （ ）、 、嶋田 登 小矢部ＲＣ 源 浩 富山西ＲＣ 渡邊聡 北ＲＣ 石丸会員
恭子夫人、木村恵利
子夫人 谷会員、土

、 、田会員 東海林会員
金会員

《 食 事 》
幹事報告 ・ 委員会報告

黒部市において地区社会奉北山吉明社会奉仕委員長 9/19
仕委員会があり出席してまいりました。

19,000 206,000ニコニコボックス￥ 本年度合計 ￥
4,164,076-残高 ￥

（北ＲＣ）百万石ＲＣの皆さん、講師に呼んで頂いて有り難うございます。 卓話に合田合田昌英様 炭谷会長

先生をお迎えして。 浅田さん、ようこそ百万石ＲＣにご入会下さいました。合田先生の卓話を楽し魏幹事

石丸会員みにしております。卓上の新聞記事のコピーに驚きました。ご支援・ご鞭撻の程お願いします。

江合田様の講話を楽しみにしています。地区友情交換ももうすぐです。 岩倉会員 浅田さんをよろしく。

。 。 、守巧・道子会員 木場会員合田先生ようこそおいでくださいました 卓話を楽しみにしています 合田様

本日の卓話楽しみに聞かせて頂きます。 合田先生のタイムリーな卓話を楽しみにしています。勉強竹田会員

させて頂きます。 吉田光穂会員 台風無事通過。災害もなく良かったです。 合田先生の卓話楽市島会員

しみにしております。

合田法律事務所 所長 合田昌英氏（金沢北ＲＣ会員）講話の時間 「 裁判員制度 」
この制度は本年 月に成立しました。刑事裁判のみですが、一般人を入れて常識的裁判5

をしたいという意向です。この裁判員は選挙人名簿から抽出された候補者から又抽出され
ます。選ばれた人は断ってはなりません。只、資格制限はあり、 才以上、病気、仕事70
をはなれると大損失の場合、教育人、禁固以上の人、国務大臣、国会議員、司法関係、市
町村長、自衛官、等はだめです。主として重大な事件で、殺人 、強盗、強姦、人がいる
住宅の放火事件、危険運転、誘
拐身代金などです。一度選ばれ
ると 年間は免除されます。裁5
判は３人の裁判官と６人の裁判
員で構成されます。票決になっ
たら必ずプロの票が一人入らな
ければなりません。法廷の高さ

はこれまでより ｃｍ低くしました。又易しい言葉でや10
ります。５年後からスタートです。

米国とは違いますが日本にも陪審制度がありま質問に答えて

したが控訴が出来ない制度です。又裁判の時間には制限ありま

点 鐘せん。 陪審員名は公表しません。

その他予定 例会
韓国語9/30 合田昌英様（金沢北ＲＣ）民事弁護士

韓国語10/7 木下義隆会員

渋谷（しぶたに）さとみ様10/14
親業訓練インストラクター

金沢ＲＣ合同例会～お月見例会～ 於：松魚亭10/21
１９：００～

韓国語10/28 あねざき しょうこ様

セクシャリテイカウンセラー

韓国語11/4 宮崎芳弘会員

通算 回303
Fホテル日航５

％出席 19/40 47.5
76.42８月修正出席率

2004.9.30

新入会員の入会 岩倉会員紹介
ロータリーバッジの贈呈
浅田 明晴（あさだ あきはる）様

以前ライオンズにいたことがあります

がリタイヤしました。今度は一生懸命や

ります。３年間の海外生活で無精ひげに

なりました、頭は中途半端を止めてこの

ようです。怪しい人間でありません。


