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。岩城宏之名誉会員が逝去されました

クラブ創設以来、名誉会員として在籍されましたが、６月１３日午前０時２０分になくなられまし
た。新クラブ設立に際して、名誉会員になることをお願いしましたら 「喜んで」と引き受けてく、
ださり、設立にはお祝いのメッセージもいただきましたが、その後、次々と病魔に襲われ、そのた
め入退院をくりかえされました。しかし、最後の人生には音楽への情熱を全身全霊で打ち込み、金

沢の地に、世界的なオーケストラアンサンブル金沢を創り上げ
ると共に、立派な県立音楽堂もできました。
金沢市は氏のお母さんの生誕地でもあり、長土塀にも其の住居
跡があります。また戦後は金沢一中に在籍され、この地には特
別な感情をもたれておられました。伯父であった私の父の家に
は演奏会があると必ず立ち寄ってくださった若き日のの元気な
姿を思い浮かべます。ご冥福をお祈りいたします。

石丸幹夫記）（
← ＯＥＫ設立１０周年記念で乾杯する岩城宏之さん
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は 卓話としてマジックシ６月２９日（木）の最終例会
ョーを企画致しました。時間を多少延長し、下記の通り
慰労を込めた例会と致しますので是非ご家族も御同伴で
ご出席下さい。 お待ちしております。

例 会 予 定
中村宏兵様 （公共職業安定所 職業ｶｳﾝｾﾗ6/1
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吉田昭生 谷伊津子 北山吉明監査： 例会： ： 情報： 広報：SAA RC金沂秀 東海林也令子
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近隣クラブの例会変更
金沢 （水） ～「金沢ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ」RC 6/28 18:00
金沢西 （金） ～「金沢都ホテル」RC 6/30 18:00
金沢北 （木） ～「松魚亭」RC 6/29 18:30
香林坊 （月） ～「金沢ケントス」RC 6/19 18:30
百万石 （木） ～「ホテル日航金沢」RC 6/29 19:00
野々市 （水） ～「和倉温泉 多田屋」RC 6/29 18:30
白山石川 （木）ほたる鑑賞会RC 6/29

（木） ～結びの会： つば甚」6/22 18:30 「
（木）休会6/29

河北南 （日） ～年度末家族例会RC 6/18 18:30
「和倉温泉 あえの風」
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開 会 飯野名誉会長
逝去に対し黙とう
点鐘

「手にてつないで」SONG:
四つのテスト

６月６日朝、飯野会長挨拶：
健志先生がなくなりました。今
夜はお通やです。こころからご
冥福をお祈りいたします。さて
今夜は山形さんの講演を楽しみ

。にしています。よろしくお願い致します
ビジター： ブラジル ポルトアレグレ ノルテＲＣ 森口幸雄 様ゲスト

ゲスト： プルデンシャル生命様他１５名
《 食 事 》

講師 北陸財務局 理財部次長 山形俊夫氏講話の時間 演題 『我が国の財政の現状と課題』
主催：社会奉仕委員会 後援：北國新聞社

閉会・挨拶 社会奉仕委員長 竹田敬一郎

平成 年度の予算は 一般会計歳出が社会保障関係費 兆18 20.6
円、国債費 兆円、地方交付税交付金 兆円で全体の約 を18.8 14.6 2/3
しめています。一般会計歳入が租税と印紙収入が約５割で、残りの
約 兆円（約 ％）が公債金です。我が国の財政はバブル崩壊30 37.6
と不景気で急速に悪化しています。そして国債費が増え、一般歳出
の割合も低下しています。しかし社会保障関係費はどんどん増加し
ています。人口ピラミッドも高齢者が増え、若い人は減少していま
す。必然的に年金、医療や福祉の支出はふえるばかりです。将来にわたり、安定した
社会保障をするには世帯間の給付の負担の公平化をはかり、個々の人が能力に応じて

制度を支える必要があります。金利が あがると国債利払い費の増加は４兆円にもなり、企業の経常利益も悪化1%
します。

新しい躍動の時代を実現するために、財政構造改革の強力な推
進、 基礎的財政収支の黒字化、聖域無き歳出歳入改革、 一般
歳出全体を減額、新規国債発行も 兆円以上減額、社会保障の2.2
自然増を大幅削減、三位一体改革（補助金、税 、総人件費改革、）
特別会計改革、医療費は高齢者の負担増、医療人件費の引き下げ
（しかし安心と信頼の医療確保 医師など医療従業者の資質向上
など難問は山積）

いろいろ國も難問題をかかえて、大変な時代ですが、フロア
ーからの質問も沢山ありました。とてもこれだけの時間ではどう
しようも出来ない広すぎる課題でした。

（ニコニコボックス）
22,000 918,000 5,655,294￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥

初代飯野会長の ご冥福をお祈りします。北陸財務局理財部次長山形俊夫さんのお話楽しみ二木会長

にしています。 飯野様のご冥福を心からお祈り申し上げます。森口先生、ブラジルから野城幹事

金会員ようこそメイキャップに来て くださいました。山形様、本日の講演を宜しくお願い致します。

飯野先生のご冥福を祈りま す。本日は、ブラジルより森口先生ようこそ。 飯野初代会長の魏会員

ご冥福を心よりお祈り致しま す。山形先生のご講演を楽しみにしております。

飯野名誉会員のご 冥福を心からお祈りします。先生は、生前私によくロータリアンとして死炭谷会員

にたいと話されておられまし た。飯野先生は、とても幸せな一生を送られたのではないかと思っていま

す 飯野先生 大変御世話になり有難うございました。ＲＣの事以外でも数多くのことを。 、竹田会員

学ばせて頂き良い経験をさせ て頂きました。安らかにお休み下さい。 今日は、北陸財務局土田会員

理財部次長山形俊夫先生の講 演を楽しみにしておりました。私は、前年度２年間税務モニターをさせて

、 。 。 。 、頂き 大変御世話になりました 次男に男の子が誕生しました とても可愛いい子です 山形様土田会員 池田会員

本日は有難うございます。

点鐘
理事・役員会を開催いたします。
６月 １５日（木）例会終了後例会場において
議 件 ： ① 南光州ＲＣ来訪収支報告 ② 次年度の各委員会事業計画 ③ 次年度予算について ④
その他 次年度 理事・役員・各委員長 各位 会長 二木秀樹 次期会長 江守巧

ホテル日航５Ｆ379 回
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19/38 50%出席率
4.87%3 月修正出席率 8


