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例会日：毎月曜日  12:30 ～ 13:30
例会場：金沢スカイホテル

会長：半　田　隆　彦
幹事：鏑　木　基　由
会報：水　上　誠　子
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　オーストラリアからの交換学生Rebecca CRILLY

（レベッカ）さんが、1月19日に来日しました。現在、彼

女は松本浩平会員宅にホームステイ中で、石川県立金沢

商業高等学校へ通学しております。

　そして、1月23日(木)18時30分より、キャナリィ・ロウ

鞍月店にて、彼女の歓迎会が開かれました。この日は折

しも、既に来日しているカナダの交換学生グレーシ―さ

んの16歳の誕生日でもありましたので、グレーシーの誕

生会兼レベッカの歓迎会ということになりました。会長

以下会員6名、金沢商業高校から担任の先生を含め3名、

ホストファミリー他14名の計25名が集まり、盛会でした。

　会長挨拶の後、金沢商業高校でレベッカの担任の宮

田毅一郎先生から、学校での受け入れ体制等が紹介さ

れました。

　その後、グレーシーとレベッカにそれぞれ挨拶をお願

いしました。グレーシーは来日してから5か月を経過し、

日本語も上達し、さすが交換学生の先輩として余裕の

挨拶でした。レベッカは日本に来る前に7年間日本語を

学んでいたそうで、来日早々にもかかわらず、全部日本

語でしっかり挨拶が出来ました。

　それから、金沢商業高校の先生方の挨拶などもあり、

最後に松本浩平国際奉仕委員長の締めで散会となりま

した。最初は堅い表情のレベッカでしたが、最後にはよ

く打ち解けて、笑顔の花が咲いていました。それぞれの

立場の人が十分親睦を深めることもでき、有意義な集ま

りでした。　 （記：国際青少年計画委員長  二木克明）

名　前：Rebecca CRILLY

スポンサーRC：Mitchelton RC（第9600地区）

出　身：オーストラリア国Queensland州Mitchelton市

生年月日：1996年5月7日生まれ（17歳）

家　族：父（会計士）、母（主婦）、妹、弟

趣　味：クラシック音楽鑑賞、チェロの演奏、読書、

　　 　 アジアのドラマを観ること

ホストファミリー：松本浩平、石野、大島、竹松、

　　　  二木の各会員宅
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交換学生歓迎会＆誕生会
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交換学生レベッカさん来日

２月は世界理解月間です

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか
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❖ 2 月 24 日（月）例会❖

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
  2月24日 ㈱スパーテル
 代表取締役　橋

はしもと

本昌
ま さ こ

子氏（金沢西RC)
 「起業から企業へ
 　ー高齢社会を見据え、医療と介護をつなぐー」

■例会卓話予定
  3月  3日 ㈱日本政策投資銀行
 北陸支店長　土

つちはし

橋二
じ ろ う

郎氏（金沢東RC）
     「金沢におけるインバウンド観光の可能性」
  3月10日 フードコーディネーター　しもおきひろこ氏
 「食のよもやま話」

  3月17日 ドルフィンスイムインストラクター　近
ちかもと

本杏
あ ん り

里氏
   「未定」
  3月24日 劇団ミロ主宰　水

みずかみ

上猛
た け し

之氏
 「未定」
  3月31日 モントレージャズフェスティバルイン能登
 実行委員会事務局　宮

みやかわ

川節
せ つ こ

子氏
   「未定」

■おめでとう（敬称略）
◎１月年間皆出席祝

32 ヵ年　和田　清聡  19 ヵ年　高桑　幸一
■ ニコニコ Box（敬称略）

根布…今日の卓話講師に、産婦人科医の大下陸郎先生をお
招きしました。先生については、今更ご紹介するまでも
ないと思いますが、性に関するお話を楽しみにしてい
ます。

徳野…お蔭様で、弊社もISO9001、14001を認定取得できま
した。更なる社会奉仕に貢献したいと思います。

勝浦…本日例会終了後、グリーンジャンボ宝くじ販売会を行
います。1等前後賞合わせて5億円！ 全国で51人の
億万長者が誕生することになります。是非お買い求め
の上、お金持ちが幸せとは限らないことを実感してく
ださい。

諸江…四国鳴門市で大事故を起こし、何とか命だけは助かり
ましたが、車はメチャメチャ、ついでに肋骨2本骨折、同
乗の人は未だ徳島の病院に入院中で、私は10日間の入
院で帰ってきました。ニコニコでなく、涙ながらに…

厚見…誕生日祝をありがとうございます。最近、コマーシャル
で55歳はGG(ジージー)と言っているのが気になります。

　累計　781,700円　

❖ 2 月 17 日（月）例会報告❖

■出席率報告
 2 月  3日 64／92　ホームクラブ　69.57％
 1 月27日 80／92　補正出席率　　86.96％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

◆2月親睦委員会
日　時：2月24日（月）　18:30〜
場　所：南国酒家
会　費：6,000円

◆金沢南RC 45周年記念例会
日　時：3月4日（火）　

16:00〜　例会・記念講演
18:30〜　祝宴

場　所：ホテル日航金沢　4Ｆ「鶴の間」
出席予定者：半田、鏑木

◆55周年実行委員会解団式
日　時：3月5日（水）　18:30〜
場　所：石亭

◆会長エレクト研修セミナー（PETS）
日　時：3月16日（日）　13:00〜19:30
場　所：ホテルニューオータニ高岡　3Ｆ「万葉の間」
会　費：10,000円（クラブ負担）
出席予定者：別川

〈 例会メニュー 〉
2月24日 〈洋食〉魚介と新春野菜のサフラン風味煮
3月  3日 〈和食〉桃の節句に因んで「ひな弁当」
3月10日 〈中華〉旬の野菜を使って（能登ハイポークと春キャベツの回鍋肉他）

3月17日 〈洋食〉牛フィレ肉のグリル　春の恵みを添えて
3月24日 〈和食〉一寸早い花見膳（鯛の桜蒸し、桜ごはん他）

3月31日 〈中華〉「春の訪れ」鯛の唐揚げ甘酢餡かけ、桜海老炒飯他

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

Smile, Sing a Song
Smile and the world smiles with you,

Sing a song.
Don't be weary, Just be cheery all day

long.
Whenever your trials, Your troubles and

your care
Seem to be more than you can really bear
Smile and the world smiles with you,

Sing a song.

２月理事役員会報告（2月17日）
1．金沢8RC幹事会報告

・金沢8RC新年合同例会･･･決算報告
・善行生徒表彰･･･各RC負担7,250円
・日台親善会議準備委員会の状況説明と今後の対
応について意見交換

2．退会者の件…承認
・前川一雄会員…人事異動のため、12/24付で退会
・池　盛孝会員…人事異動のため、12/25付で退会

3．新会員候補者の件…承認。全会員に通知。

・粟
あ わ だ

田真
ま さ と

人氏…尾張町法律事務所所長（S46.7.8生）
 （職業分類：弁護士　推薦人：能登健太朗、宮本亮一）

4．次年度ベルギー短期交換学生派遣の件…地区へ申請する。

・竹
たけまつ

松知
と も き

貴君（竹松俊一会員ご子息）･･･
　　2014年4月大学入学見込み（1993.6.28生）

・諸
も ろ え

江宜
よしたか

高君（諸江賢二会員お孫さん）･･･
　　青山学院大学2年（1991.7.15生）


