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「ネパール報告書 」Vol.2
級の山々が連なるアンナプルナ山群を背景に全員で記念撮影。 日間過ごした山村ポカラでの最後の滞在日8,000m 3

に、それまで降り続いた雨が止み、雲ひとつない晴天となった。
黄金色に輝く山の頂は、なんとも神々しく、ご来光と自然の偉大さに全員沈黙であった。
添乗員の木村も、とりあえずホッと肩を撫で下ろした。
次回のネパール報告は 月 日に吉田昭生会員と宮本玲子会員による映写会とさ 迫力の写3 31 せていただきます。
真を是非お楽しみに。 木村幸生
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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

今回ネパールにいきま会長挨拶
したが、そのときパタン西ロータ
リークラブにメイキャップしまし
た。ビックリは英語の例会だった
思います。

㈱北國銀行 企画部 調査広報課長 大野 公久 氏特別ゲスト紹介
《 食 事 》

幹事報告 ・ 委員会報告
米山を又お願いし東海林也令子会員

ます。
演奏会のチ北山吉明社会奉仕委員長

ケットを各会員は１０枚ずつお願いし
ます。

菜香楼で新斎木妙子親睦委員長 4/7
入会員の歓迎会と前田宏智さんの現代の名工のお祝いをします。

ロータリー 周年のための地区誌ができま魏賢任幹事 100
した。 ～ です。抜粋のつづりも持って行って下さい。1978 2004

,246 4,4 ,618-ニコニコＢＯＸ ￥１２，０００ 本年度合計 ￥４１９ 残高 ￥ ７５
卓話に大野公久様をお迎えして。 皆さん、こんばんは。大野先生のお話を楽しみ炭谷会長 魏 幹事

にしております。先週末 無事にフードピアｉｎ金沢の行事が終わりました。どうも有り難うございます。

大野様の講話で勉強させて頂きます。会報の記事をどんどん下さいね。 大野様 本石丸会員 池田会員

日は有り難うございます。卓話 楽しみにしております。 今日は、１人で。大野さん、本日江守巧会員

は宜しくお願いします。 木村陽子様 新聞で拝見しました。おめでとうございます。木場会員

㈱北國銀行 企画部 調査広報課長 大野 公久 氏講話の時間『 金融業界の現状と課題 』
紹介 池田裕之会員 大野氏はＳ 生 富山大学卒 現在富山県の婦中町に住んで居られます33

富山県婦中
町でいたいいた
い病の汚染地域
が私の住宅で
す。本年４月に
全面ペイオフ解
禁で、銀行は合
併、倒産で３分
の１の数になり

2004.11ました。
からペイオフに
も安心な決済用
普通預金の取り
扱いが開始され

ました。これは無利息の
普通預金です。北國銀行は地銀でもトップク
ラスの自己資本比率です。

最近問題のオレオレ詐
欺やスキミングによる口座
引き落とし被害は誕生日の
暗証番号などに問題もあり
ます。引き出し限度額１日

万円設定、残高のこまめ200
な確認など銀行やお客の対
応もあります。フィッシン
グ詐欺と言って偽のホーム
ページにもご注意下さい。

点 鐘－－－－

その他予定 例会
韓国語講座2/17 大野様 北國銀行調査広報課

（水） １００周年を祝う会 県立音楽堂2/23
振替の為休会2/24

韓国語講座3/3 浅田明晴会員
田中孝芳会員 理事・役員会3/10
米山奨学生 ソバナさん3/17
会場変更例会 於：浅の川画廊3/24
“ネパール”スライドショー 吉田昭・宮本会員3/31

回320
ホテル日航 Ｆ3

％出席 21/40 52.5
％１月修正出席率 86.88

2005.2.17

大野 氏

羽田 氏
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２月定例 理事・役員会－議事録－

日時：平成１７年２月１０日（木）場所：日航ホテル
１．開会宣言
２．出席 理事：炭谷 二木 江守巧 岩倉 魏 野城 水野 池田 坂口 前田 木村幸 村田 北山 木村陽

西村 出席 名11/15
役員：吉田昭 高嶋 江守道 山下 木場 宮永 石丸 市島 谷 齋木 東山 東海林 出席 名5/12

３．議事録作成者 指名 事務局 相川
４．前回議事録の承認 炭谷会長より署名済
５．幹事報告、審議協議、各委員会報告 依頼 確認事項
① ～ 年度上期収支報告 （別紙参照）04 05
別紙の通り１２月末残高収支から決算予想をすると以下と通り。
収入の部で入会者３名、退会者２名の関係で、収入合計が （修正予算より 増）¥11,784,581- ¥13,000
支出の部では、社会保険加入諸費用支払のため、雑費でﾏｲﾅｽが出ているが、
後は、予算通りの推移でいける見込みである。

、 （ ） 。 、予備費 は変わらず 繰越金額はわずかに増え 修正予算より 増 と予想される 依然¥100,000 ¥66,048- ¥13,000
厳しい状態ではある。

②チャリテｲコンサートについて（社会奉仕委員会）
社会奉仕委員会の事業として毎年恒例の北山吉明ﾁｬﾘﾃｲｺﾝｻｰﾄを百万石ＲＣの主催として開催する。会員各位
にﾁｹｯﾄ販売等ご協力をお願いしたい。
出演者：北山吉明、前田宏智、金沂秀会員 司会者：会員（未定）
日時：４月３日（日）午後２時 場所：石川県立音楽堂邦楽ホール
寄附先：ﾒｲｸｱｳｲｯｼｭｵﾌﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ、子ども夢ﾌｫｰﾗﾑ（前払い済）以下は、追って
協議していきたい。

③ネパール援助について
現地は政変の為 学校が休校で見学はできなかったが 校長先生とお会いしてきた 寄附金額は最初少額 最、 、 。 （
高限度１０万迄）から始め、期間を３年間とする。
有効に活用されているか現状などのレポートを提出して頂き、金額や契約更新を判断していく。現在、親の
病気などで学校へ通えない子どもが 名（ 名中 。40 320 ）
１人当たりの学資金は、 ﾙﾋﾟｰ（約 円 。契約書は、先方からﾒｰﾙにて届く予定。6000 8,400 ）
④その他

－ 地区の姉妹地区・友情交換ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑについて● 3710 2610
（金）－ （月）の日程で、 地区の地区大会に参加を予定している。百万石ＲＣからも4/15 4/18 3710

参加をお願いしたい。

新入会員歓迎会と二木会員の名工賞祝賀会●
（木）の例会日を日航ﾎﾃﾙで予定。4/7

ｸﾗﾌﾞ内の事務連絡について●
通信費の節約のため、できるだけﾒｰﾙ通信可能な方は、ＦＡＸからﾒｰﾙに切り替えさせてもらいたい。

次回 理 事 ・ 役 員 会 の開催★

１７年 ３月 １ ０ 日（木）

2005－06年度国際ロータリーのテーマ発表
年国際協議会が始まり、アナハイムの時間で、 日午前中（現地時間）に開催された開会本会議で、カール2005 19

（ ） 、 。・ヴィルヘルム・ステンハマー国際ロータリー ＲＩ 会長エレクトから 新年度のＲＩテーマが発表されました
新年度のテーマは、 です。発表の模様は 『友』のホームページService Above Self 超我の奉仕 、

に掲載する予定です。http://www.rotary-no-tomo.jp
なお、 の編集者ケアリー・シルバーが、ステンハマThe Rotarian
ーＲＩ会長エレクトに新年度の方針、その他を聞いています。
『友』３月号に掲載いたします。ご期待ください。
『友』ホームページ情報これから１週間 『友』のホームページ、
から目を離さないでください。
現在、アメリカ・アナハイムで開催中の 年国際協議会の様2004
子をお届けします。メールマガジンではお届けすることのでき
ない写真も掲載します。皆さまの地区のガバナーエレクトの姿
が見つかるかもしれません。

国際協議会だより」をご覧ください。http://www.rotary-no-tomo.jp「
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ネパールの校長先生からのメール
先般、炭谷会長がおっしゃっておられましたネパールの校長先生から下記メールが届きましたので、翻訳したもの
と併せて送ります。

Hi!Sir,IamRevonMaharjan,DeepmalaSecondaryEnglish School, Thecho-9
, Lalitpur , Kathmandu ,Nepal. I hope you that you remember me.Whichwe
meetin ShovanaVajracharya and Amrit Vajarcharya's Wedding in Nepal.
Thank youVery VeryMuch for giving pencils to our school's Students. I
distributed allthepencilstomystudentsandtakesomephotosrecently.I
send these photos toMr. AmritVajarcharya.On thattimewetalkedsome
Students Scholarship aboutmyschool'sstudents.ISendalltheStudents
detailsabouttheirMonthly Fees, YearlyFeesandTheyarerecentlystudying
in Classes their Address and their Father's name also.
I Hope that You and Your Organizationwill be in Positive. so that .
My School Account Number is : 450726
Bank : Agricultural Development Bank
Branch:Lagankhel , Agricultural Development Bank.

: Kathmandu , Nepal

こんにちは。私はパタンにあるディープマラ中等英語学校のレブロン・マハル
ジャンです。私のこと覚えてますよね。ソバナ・バジュラチャリヤさんとアム
リットさんの披露宴でお会いしました。
その節は、たくんさの鉛筆をいただき本当にありがとうございました。私は生
徒たちに、鉛筆をすべて分け与えました。そして、ついさっき何枚か写真を撮

、 、 。りましたが その写真を渡してもらうよう アムリットさんにこと告げました
その節は、生徒たちの奨学金についてお話させていただきました。すべての生
徒の月額費用や年間費用について後日お知らせいたします。そして、彼らの住
所やおとうさんの名前もいま調べているところですので併せてお知らせいたし
ます。この件について、貴クラブの今後の実施をお待ちしております。私の学
校の振込口座は次のとおりです。

:450726口座番号
: Agricultural DevelopmentBank銀行名

: Lagankhel , AgriculturalDevelopmentBank.支店名
: Kathmandu,Nepal所在地

木 村 幸 生

KIngdom of Nepalお知らせ 私の街パタン－
（水）～ （土）淺の川画廊にて2005.3.23 4.2

アムリット・バジュラチャリア
ソバンさんの弟さんの写真展です。

KIngdom of Nepal私の街パタン－

招待出品 小松健一 友人出品 島崎四郎 宮本玲子 吉田淑子

レブロン・マハルジャン校長


