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　去る12月15日、石川県留学生交流会館にて、『私費留学

生支援事業』として、金沢に私費留学している海外留学
生達の日常生活に役立ててもらう為に、当クラブ会員か
ら善意で集められた生活用品の贈呈式が行われました。
　私費留学生として勉学に励む留学生は、石川県内に
1,500名が滞在し、合計81ヶ国にも及びますが、その内、
留学生会館に入館している（中国、インドネシア、ウクラ
イナ、オーストラリア、パキスタン、イラン、ベルギー、モン
ゴル、ケニア、スリランカ、フィリピン、メキシコ）留学生
に贈られました。
　冒頭、財団法人石川県国際交流協会の田西秀司専務
理事からご挨拶頂き、『石川県は国内でも留学生達から
も、とても人気がある県で人口10万人あたりの留学生割
合が県別第5位のランクになっており、平成14年から実
施され、今回で13回目になる贈呈事業に大変感謝してい
る』というお言葉を頂き、別川会長からは、『日頃、勉学
に勤しんでいる留学生達に少しでもお役に立てて、大変
光栄です。これから各国との懸け橋になれるよう頑張っ
て頂きたい』とのご挨拶がありました。続いて、留学生代
表で中国黒竜江省出身、金沢大学大学院生　人間社会環
境研究科　地域創造学1年次生　杜

と

　林
りん

さんから、『金
沢東ロータリークラブの毎年、この時期のご厚情に感謝
申し上げます。各国の留学生が、一所懸命に勉強して、日
本、そして金沢との懸け橋になれるよう頑張ります』との
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私費留学生に生活用品贈呈
謝辞があり、贈呈式後、留学生たちは、喜んで贈呈の品を
みんなで分け合っていました。
　今年も生活用品をご提供頂きました会員の皆様には心
から感謝を申し上げます。
　来年もご協力を宜しくお願い申し上げます。

(記　世界社会奉仕委員長　松本健夫)

❖ 1 月 26 日（月）例会 ❖

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
  1月26日  極真会館石川支部長　国

くにもと

本武
たけいち

市氏
  「子供の成長に必要な武道」

■例会卓話予定
  2月 2日  新春懇親例会（松魚亭）
  2月 8日  石川第１分区IM（都市連合会）
  2月16日  ㈱日本政策投資銀行北陸支店長
  古

ふ る た

田善
よしなり

也氏（金沢東RC）
  「未定」
  2月23日 ㈱電通西日本金沢支社長
  大

おおくら

倉　 彰
あきら

氏（金沢東RC）
  「未定」
  3月  2日 ㈱できる　代表取締役　杉

すぎもと

本英
ひでのぶ

宣氏
  「マインドマップ作りミニ体験」

■おめでとう（敬称略）
◎12月年間皆出席祝

27ヵ年　高桑　秀治  3ヵ年　成島　和仁

■ニコニコBox（敬称略）
久田…報告が遅れましたが、昨年11月6日にアジア核医学連合（ARCCNM）の

初代名誉フェローに正式推挙されました。受賞記念講演は、突然の妻の
葬儀のため出席できず、かねてより理事会の意向を受けて準備していた
パワーポイントと英文講演原稿を金沢大学核医学化の絹谷教授に託して
代読講演をお願いし、何とか良い反響を得ることが出来ました。お蔭様
で暫らく頑張れそうです。

平野…遅くなりましたが、昨年の12月2日に3人目の子供（次女）が生まれまし
た。これで家族5人。気持ちを新たに頑張っていこうと思います。
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◆石川県国際交流・協力功労者表彰
日　時：1月26日（月）　11:00〜
場　所：石川県庁　4F「特別会議室」
出席予定者：別川、竹松

◆1月親睦委員会
日　時：1月30日（金）　18:30〜
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ17F「鳳凰」
会　費：6,000円

◆地区ロータリー財団補助金管理セミナー
日　時：1月31日（土）　10:00〜
場　所：石川県地場産業振興センター 新館5F「第12研修室」
出席予定者：冨久尾

◆新春懇親例会
日　時：2月2日（月）　18:00〜
場　所：松魚亭
会　費：8,000円
※2/2昼の例会はありません。

◆金沢8RC幹事会
日　時：2月6日（金）　13:40〜
場　所：金沢都ホテル
出席予定者：竹松

◆石川第1分区IM（都市連合会）
日　時：2月8日（日）　11:00〜15:10
場　所：ANAクラウンプラザホテル金沢3F「鳳の間」
会　費：2,376円（クラブ負担）
※2/9昼の例会はありません。

松木…昨年11月にローマでの世界会計士会議に出席し、国際交流を深めてきま
した。世界における日本の立場を明確にする上で、日本のリーダーシップ
を更に強める必要がありそうです。

竹松…1月9日、レベッカが大粒の涙を流しながら小松空港より帰国の途につき
ました。また、1月17日に新たな交換学生ティファニーが豪州より来日しま
した。1/26例会から出席しますので、皆様、可愛がってください。

松本健夫…国際青少年計画委員長の松本健夫です。本日、オーストラリアからの
交換学生ティファニーさんを金沢商業高校にご紹介してきました。竹松・
能登両奥様にもご同行いただきました。彼女には来週例会でご挨拶いた
だきます。また、1988年にオーストラリアから留学していたサマンサ・ス
ペンスさんが4月に息子さん、娘さんを連れて来日されるそうです。ご報
告まで。

別川…金沢8RC新年合同例会を親睦委員会、会員の方々のご協力により、無事
に終えることが出来ました。ありがとうございます。

小池田康秀…金沢8RC新年合同例会にたくさんのご出席ありがとうございました。
お世話いただいた竹松幹事、井上SAAそして親睦委員会の皆様、お疲れ
様でした。無事終わってホッとしております。

野村…本日付にて、伝統ある金沢東ロータリークラブに入会させていただきま
した。一日も早く立派なロータリアンになるよう頑張りますので、皆様、
ご指導をよろしくお願いします。

村端…入会をご承認いただき、大変嬉しく思います。誠にありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

別川…新会員に野村圭作さん、村端一男さんをお迎えすることが出来ました。
素晴らしいロータリー人生を楽しんで下さい。

竹松…野村圭作さん、村端一男さんのご入会を心より歓迎いたします。これで、
当クラブの会員数は96名。目標の100名まであとわずかとなりました。

山岸…新会員の村端様、野村様をお迎えして、本日、無事オリエンテーションを
終えました。今後のご活躍をご祈念申し上げます。

米沢…新会員として、トラベル・エーの野村さんを推薦させていただきました。
皆様方のご指導ご鞭撻の程よろしくお願いします。また、本日の卓話ゲス
トとして、友人の宮田人司さんをお迎えしました。お楽しみいただけると
思います。

松本浩平…野村圭作さん、村端一男さんのご入会を心から歓迎申し上げます。
浅田久太…村端一男さんを金沢東ロータリークラブ会員として推薦させていた

だきました。ようこそ歴史ある金沢東ロータリークラブへ!!
松本健夫…友人の村端君のご入会を心から歓迎申し上げます。

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

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.

大島国雄…誕生日のお祝いをいただき、ありがとう。アッという間の68年?これ
からも元気で頑張るつもりです。

田中…お誕生日祝をいただきました。今月で58歳になりました。まだまだ未熟
者です。ご指導くださいませ。

木藤…忘れていた。忘れていたかった。強制的に覚え出させてくれるのが、ロー
タリーでのお誕生日。お祝いただきました。ありがとうございます。

野村…明日、1月20日で51歳を迎えます。健康に留意しながら社業とロータリー
活動を頑張りたいと思います!

山田…1月、結婚記念日と誕生日を迎えました。金沢の生活も3年目となり、皆様
のご指導のお蔭で充実した毎日を送っています。今後ともよろしくお願い
します。

秋月…結婚記念日にあたり、綺麗なお花をいただき、誠にありがとうございまし
た。

山本…結婚記念日にお花をいただきました。そろそろ記念日がうろ覚えになり
かけていて、5年目を迎えました。感謝します。

成島和仁…結婚記念日のお花をありがとうございました。今春、孫が生まれる予
定です。「これからもよろしく」と素直に言える環境になりました。

松木…20ヵ年の皆出席顕彰、配偶者表彰共々いただき、ありがとうございまし
た。メーキャップが続きましたが、皆様のお蔭でここまでやって来れまし
た。今後は、次20年を目指して頑張って行きたいと思います。また、結婚
記念日には綺麗なシクラメンをありがとうございました。

向井…新年おめでとうございます。星稜高校サッカー部の全国優勝おめでとう
ございます。私のニコニコ担当も折り返し点。最近は私のメッセージ内容
に行き詰まりを感じております。初詣でおみくじを引きました。願い事は
「時くれば叶う」、商いは「利益少なし時を待て」・どうやら焦ってもダメ
なようなので、じっくりとニコニコBOXの協力をお願いしていきます。総
合的な運勢は大吉でしたので、最後は良い結果になると思っています。

　累計　951,570円　

❖ 1 月 19 日（月）例会報告❖

■出席率報告
12月15日 49 ／ 93　ホームクラブ　52.69％
12月  8日 80 ／ 93　補正出席率　　86.02％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員1名）

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

書き損じハガキ回収にご協力下さい。

１月はロータリー理解推進月間です

〈 例会メニュー 〉
1月26日 〈和食〉海の幸定食（かじき山掛け、ブリ大根 他）


