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出席者は金沢百万石 炭谷夫妻、江守巧会員4/16-17 の韓国３７１０地区地区大会に出席しました。 RC
RC RC RC 18 4/16RI江守道子会員 石丸夫妻 木村幸生会員が、他 珠洲 、小矢部 、河北南 を入れて 名でした。

会長代理会長代理晩餐会は無等パ－クホテルで、 の大会第２日は全南大学校大講堂にて行われ、講堂には花火4/17
まで仕掛けられ、多くの演出工夫がみられ驚きでした。２日目の昼食会はパストガバナーと同席でレストランで行
われました。我々の待遇には大変気配りをしていただきました。この機会に、 地区の河北南 と 地区2610 RC 3710
の光州念珠 は同じ食卓を囲んで食事をしたり、２次会も同席して、姉妹クラブの内合わせをしました。RC
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点 鐘
手に手つないでSONG

四つのテスト
韓国の 地区大会長 挨拶 3710

会にに行ってきます。
（卓話者）北陸財特別ゲスト紹介

務局 理財部次長 前薗 良一（ま
えぞの りょういち）氏（アシスタ
ント） 財務広報相談官 杉原 氏

ヴィジター紹介
５名 ４日 東山会員 ９日 山下会員 １６日 木村幸生（こ今月の誕生者の紹介

うせい）会員 ２７日 後出会員 ２８日 木場会員
乾 杯

《 食 事 》
西村邦雄新世代委員長：幹 事 報 告 ・ 委 員 会 報 告

は午前８時～９時頃まで 小雨決行、悪天候中止（ラジオなどで案内があり4/24
ます） 集合時間／場所 午前７：３０ ※分乗して清掃場所まで行きます む
らた小児科（村田会員宅）駐車場 ※寺中町ト５番地です。

、 、 、清掃場所 専光寺・金石海岸 用意するもの 軍手 汚れてもよい服装 雨具
手ぬぐい、など。ジュースなど飲み物はこちらで用意します。

チャリーコンサートの収益はお陰様で予想を超えまし北山吉明社会奉仕委員長
た。運営も好評でした。

ニコニコＢＯＸ
￥ ， 本年度合計 ￥ 残高 ￥ (新世代委員会のメイクア・ウィシュ・オブジャパン18 000 516,246 4,536,635-
子ども夢フォーラムの年会費へ ）¥20,000

明日訪韓します。３７１０地区との友情を深めてきます。 先週は、二木会炭谷会長 魏 幹事

員「現代の名工賞」受賞お祝いの会と新入会員の歓迎会を菜香楼で開催頂き有り難うございました。今

日は、愛知万博「愛・地球博」の中国館の中にある大連ウイークに来ています。例会に出席できなくて

申し訳ありません。 前回の例会で卓越技能賞の御祝いをして頂き感謝して二木会長エレクト

います。 前薗様の卓話、有り難うございます。明日、韓国の地区大会に行きます。石丸会員

ネパール・コンサート いろいろ・・・ 北山先生他皆様、コンサートご江守巧・道子会員

苦労様でした。前薗さん、お話を楽しみにしています。 今年こそは、ゆっくりと花大沼会員

見をしたいものです。 コンサート素晴らしかったです。出演者並びにスタッフの皆さ大平会員

ん、ご苦労様でした。 チャリテイコンサート 応援ありがとう金 会員

ございました。次回は、もっと練習します。 現代美展、観てき村田会員

ました。桜魚さん、木場さん、宮本さん、前田さん、いづれも素晴らしい作品でし

た。

「財政・税制の現状について」講話の時間
氏北陸財務局 理財部次長 前薗 良一（まえぞの りょういち）

平成 年度の一般会計予算歳出は 兆円で国債費は元利払いに17 82
当たるのが約 割で、 億円です。国2 184,422
債としての借金は国民一人当たり、 万422
円にもなります。計 兆円にもなり、538
１万円を積み上げると、富士山の約 倍1400
です。横に並べると、根室から奄美大島ま
での距離です。

地方公聴会＠金
、沢について

17.5.25 12-00Ｈ 水（ ）
～ 全日空ホ13:00
テルにて、行われ
ます。約 人の200
出席予定いです。

までにご意見4/22
を下さい。 人の参加予定です。200

点 鐘

例 会 日 程
北陸財務局 理財部次長 前薗良一氏4/14

つばさ松軒 支店長 今井伸二氏4/21 UFJ
韓国語講座

『ガン告知の難しさ』炭谷亮一会長4/28
韓国語講座

『ドレスデンの話』ｼﾙﾋﾞｱ・ﾍﾞﾋﾀｰさん5/12
韓国語講座5/18
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18/40 45%2005.4.14 出席

％3 月修正出席率 76.5
2005.4.15

前薗良一とアシスタントの杉原氏

紹介者木村会員


