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皆さんに宜しくとの事。★ナムクアンジュウＲＣ 朴 天学先生より地震見舞いの電話
金沂秀 会長

★ 南光州ＲＣへ派遣青少年交換学生ら出発 ！2007
集合10:00小松空港国際線出発カウンター前 12:05小松発 大韓航空 ＫＥ７７６27 日（金）

(月) 小松着8/1 10:55
姓 名 年齢 推薦会員 ホストファミリー

百々 眞亜子 １３ 金 沂秀 会員 宋 泰翰会員
DODO MAAKO
武内 志都 １４ 同 上 同 上
TAKEUCHI SHIZU
大平 理恵 １７ 江守巧・道子会員 呉贊敎会員
OHIRA RIE
嘉門 弥生 １３ 同 上 同 上
KAMON YAYOI
杉森 泰太 １５ 炭谷 亮一会員 李 承采会員
SUGIMORI YASUHIRO

～ ナイト～★会場変更例会のご案内 JAZZ
「 」 。 。真夏の夜の ナイト としてお楽しみ下さい 万障繰り合わせの上ご出席頂きますようご案内申し上げますJAZZ

ご家族の同伴も可能です。 ８月９日（木） ～ 頃 ロイヤル・パレス・スタヂオ 彦三１－日時 場所19:00 20:30
９－９ ℡ （ふらっとバス 此花ルート 彦三１丁目バス停前） 白石恵一氏（ＭＲＯ076-222-4469 卓話
社長 ・北山昌平トリオ ６台まで可能 ご好意によりひょうたん町（石丸）耳鼻咽喉科駐車場も 台程） 駐車場 10
ご利用頂けるのでそこからできるだけ乗り合い行けたらと思います。 会員・家族 １人 円（お弁当会費 /2,000
とお茶他飲み物）※アルコールなどご持参頂いても結構です。 ８月２日（木）申込み〆切
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例会 予定
《社会奉仕委員会事業》 於： 招龍亭」 東修・知英ご夫妻（演劇人）7/19 9/6「
「新医療法人制度の概要と対応」 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 柳生好春（野々市 ）9/13 RC
後出博敏会員 例会終了後 「クラブ協議会」
菊田三代治様（石川県ウエイトリフティング） ジミー牛島様7/26 9/20

『北京オリンピックに期待すること』 「子供達の武術大会 アメリカ」in
中村啓二郎様（野々市ＲＣ会員） 《ガバナー公式訪問 》8/2 9/27
「ラオスプロジェクトについて」 久保順一ガバナー
《会場変更例会》於：ロイヤルパレススタヂオ8/9
白石 惠一様（ 社長） 「 ナイト」MRO JAZZ
お盆休み8/16
ベルギー交換学生出席8/23
馳 浩様（衆議院議員）8/30
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本日は後出会員の第五次医会長 挨拶
療法改正の概要と今後の対応についての講
話があります。我々には少し難しいかも知
れませんがきいてください。

特別ゲストの紹介：ビジターの紹介：
金沢南ＲＣ 木下隆雄様

他プルデンシャル生命
７名 石丸恭子夫人
(幹事・委員会報告)

宮本薫子副幹事： 例会修了後 新旧理事役員会を開催しますので役員の方は残ってください。

－ちょっと気になる日本の医療－演題講話の時間 《 講 演 会 》
講師 税理士法人ノチデ会計 代表社員 後出 博敏 氏「新医療法人制度の概要と対応」

主催：社会奉仕委員会
竹田敬一郎委員長の挨拶

】 。 。【後出 博敏 氏 プロフィール 昭和 年 金沢大学卒 昭和 年 会計事務所を開設43 51
平成 年 月 税理士法人へ組織変更。現在、税理士及び社団法人日本医業経営コンサルタント協19 1
会の認定登録医業経営コンサルタントとして、病医院や中小企業の経営指導に当たっている （社）。
日本医業経営コンサルタント協会石川・福井連合支部顧問（前支部長）

我がクラブでは出来るだけ職業を通しての社会奉仕をしてきました。現在、医療制度は大きく変
貌してきています。此のクラブはドクターが多いので本日の講話をお願いしましたが、生憎、金沢市
医師会の納涼会の日とぶつかり残念ですが、今晩はセミナー方式でやろうとおもいます。日本の医療

はどう変わるでしょうか？

4/1 20後出会博敏会員の講演： に第５次医療法改訂があり、
年ぶりです。ポイントは３点です。
基本的な考え方
◎非営利制の徹底を通じた医療法人に関
する国民の信頼の確立
◎「官から民への流れ」をふまえ、従来
公立病院等が担っていた医療を民間の医
療法人が積極的に担うよう推進
◎効率的で透明性のある医業経営の実現
による地域医療の安 定的な供給
官から民への流れの今日、医療の株式会
社化がうたわれていますが、厚生労働省

、 、 。や医師会は反対であり 医療の非営利の徹底で 利潤は個人に付属しないと言うことです
解散時残った利潤は公的機関のものになります。 からスタートしました。2007.4.1

今日の公的機関の人権費はは膨大でまさに診療報酬はイコール人件費の状態です。夕張市の破産の原因はこの病院
経営にありました。これからは公設民営への流れとなるでしょう。

●監事業務の権限強化 ●基金拠出型法人を●社団医療法人の持分の解消（ 事実上の配当」を厳しく抑制）「
法規定 ●経営情報の公開推進 ●理事の●公益性の高い法人への移行促進 ●社会医療法人の創設

結局 非営利、公益、効率、透明、安定同族割合の制限 ●社会医療法人債の創設 ●附帯業務の拡充
経営を目的としています。－－－－－－－

ロータリー米山記念奨学会 財団法人設立 周年を記念し、 月からオ40 8
リジナル切手シートが頒布されます。限定 シートで、売り切れ次第5000
頒布終了となります。１シート 円（８０円切手１０枚）ご希望の方1000
は、事務局まで７月２７日までにお申込みください。

回431
2007.7.19招龍亭

22/38 57.89%出席率

5 85.81%月の修正出席率


