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合同例会のお知らせ
金沢北ロータリークラブ 会 長

米澤 眞二
金沢百万石ロータリークラブ 会 長

江守 巧
恒例の金沢北ＲＣと金沢百万石ＲＣの合同例会を下
記の通り開催致します。家族例会と致しますので多
数ご出席下さいますようご案内申し上げます。

日 時 ４月 ５日（木） １９：００～
場 所 松魚亭 東山１－３８－３０

076 252 2271ＴＥＬ ( )
出し物 大ビンゴゲーム大会
会 費 会 員／ 円（食事と景品代）7,000

御家族／ 円（ 〃 ）10,000
申込み〆切 ３月２９日（木）
事務局まで出欠の返信をお願いします。

親睦委員長 木村 幸生新入会員歓迎会のお知らせ
《新入会員》宮本薫子会員 井口千夏会員 申東奎会員

2-8-14 076 260 3156日 時 平成１９年３月２９日(木)午後７時より 場 所 菜香楼 新館 駅西新町 ＴＥＬ ( )『 』
※ 駅西より菜香楼のバスをご利用されたい方は、お申し出下さい。※ 例会は休会です。会 費 ５ 円,000

申込み〆切３月２２日（木）※菜香楼バスを利用する・
しないも事務局まで連絡ください。

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku
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村田祐一国際奉仕委員長： 新世代委員長：大平政樹 水野陽子 監査：後出博敏 例会： ：宮崎芳弘 SAA
石丸幹夫 吉田昭生RC 情報： 広報： 増強拡大：岩倉舟伊智 修練選考：木村陽子 宮永満祐美 会報：

炭谷亮一 木場紀子 北山吉明 木村幸生 西村邦雄 土田初子企画： 親睦： 友好： R 財団
谷伊津子 相川晶代米山委員長：吉田昭生 地域発展： (事務局)

5F 920-0853 2-15-1 T076-234-1111 19 00例会場 ホテル日航金沢 〒 金沢市本町 例会日時 木曜日 ：
1 2F 920-0852 3-2 T262-2211 F262-2241事務室 ライブ ビル 〒 金沢市此花町

E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp URL http://www17.ocn.ne.jp/~hrc/ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
土日祝日事務局執務時間 月火水金 ： ～ ： 木 ： ～ ： 休憩時間 ： ～ ： 休日10 00 16 00 15 00 20 30 12 00 13 00
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例会 予定
松本哲也様（弁護士）3/8
池田裕之会員（新日本監査法人所長 「なぜ越後3/15 ）

屋はワルと言われたか」
～新世代委員会活動～川又直様（北陸青少年3/22

自立援助センター理事長 「ニートのサポート」）
金沢北ＲＣと合同例会～観桜会～4/5
田井淳様（洋画家 「僕は絵描き」4/12 ）
北山吉明会員（北山クリニック院長）4/19
川上重彦様（金沢医科大形成外科教授 「形成4/26 ）

外科の最新医療」

例会出席状況（２月末現在）
★通算皆出席
石丸会員 ２８年４ヶ月 谷会員 ８年６ヶ月
金会員 ８年４ヶ月 西村会員 ４年８ヶ月
★皆出席３ヶ月以上
村田会員４年５ヶ月 江守巧会員２年１１ヶ月
江守道子会員１年４ヶ月 野城会員１年１１ヶ月
宮本薫子会員１年 齋木会員 ６ヶ月
北山会員 ５ヶ月 炭谷会員 ５ヶ月

早春 医王山 3/17 石丸恭子
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点鐘
ロータリーソング
『 』手に手つないで
四つのテスト

皆さん今晩は。会長
今朝、南光州の朴先生からメールが

あり 『南光州 は皆さんがいつお見。 RC
えになっても歓迎します。６月２２日

（金曜日）ならば、２３日（土）に新会長就任式と例会を開催して、皆さんを大歓迎するつもりです 』といわれ。
ています。このことについては後で金会員の方から話しがあると思います。

新潟の ２５６０地区が中心となり、拉致被害者家族会にロータリアン一人当たり１００円の寄付を募ることRI
。 、 。になりました 先週の理事会で 我がクラブでもニコボックスから一人１００円のお金を出すことに決まりました

皆さんご了解下さい。
話は変わりますが、昨日の中央社会保険医療協議会で、リハビリの制限を少しだけ緩和するようになったそうで

す。昨年４月に改定されて以来、評判が極めつけに悪く、鶴見和子さんが亡くなられたことや多田富雄先生の粘り
強い運動などもあり、朝令暮改を地で行く形になりました。お金だけを見て、国民を見ていない政府のやり方にま

金沢ＲＣ 魚住隆彰様ビジターの紹介
《 食 事 》
幹事報告 委員会報告

チャリティーコンサート「にほんの歌」チケット購入のお願い江守幹事
３／２９の新入会員歓迎会のお知らせ木村幸生親睦委員長

ニコニコＢＯＸ
13,000 525 840 5,406 335-￥ 本年度合計 ￥ ， 残高 ￥ ，

(北朝鮮拉致被害者支援義援金として地区へ 人／ 円寄附＝ 円送金）1 100 3,600
池田さん本日はよろしくお願いします。 子供の受験で一ヶ月ぶりの出江守会長・幹事 木村陽子会員

席です。お陰様で東京芸術大学へ入学することができました。 木村さん 娘さんの大学合格お金 会員

めでとう。池田さんの卓話楽しみです。 日、新入会員の歓迎会参加してください。 ご無沙29 木村幸生会員

汰しておりました。池田会員の卓話楽しみにしています。 久しぶりに司会をさせていただきま炭谷会員

西村会員 宮本薫す。つたない司会になってもごようしゃ下さい。 池田様、卓話楽しみにしています。

。 （ ） 。 、子会員 池田さん 卓話楽しみにしております 翌々週は私の 井口さんと申さんも 歓迎会です みなさん

必ず参加してください。お待ちしています！ 池田さん、今夜は大いに語ってください。四月一北山会員

日のチャリティーコンサートかなり期待して下さい。但しソプラノの方にです。僕はダメです。

『越後屋はなぜワルと言われたか』講話の時間
池田裕之会員 （ＮＰＯ法人 内部統制研究会 派遣研究員）

大店（おおだな）の旦那は番頭に店を任せて商売には口を出さないと言うの
が見識だったようで、大きな商店の番頭は大変な権力があった。
越後屋は何故悪人なのか 番頭が代官と組んでの悪事を働けない仕組みづくり

を怠ったことが越後屋の主人の責任である。
年に入ってからも不正とミスはたえない。２月はソフトバンク子会社元幹2007

部が 万円横領、１月は勝山市公民館長が 万円着服、毎日新聞元社員が1000 225
万円の着服があ2800

る。不正は私企業だ
けでなく公認会計士
や町内会長や労働組

合長や にまである。PTA
内部統制とはリスクマネージメントで不正とミスの

防止にあり、 例
えば銀行残高証明
は管理者の直接入

NPO手でなく まず、
が入手して会員監
事に送付し照合し
管理者にわたす必
要がある。
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5F415 回ホテル日航

2007.3.15
18/36 50.00%出席率

2 88.19%月の修正出席率は

4/10~19会員消息 吉田昭生会員夫人の写真展


