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　去る9月23日に、カナダから当クラブへやって来た交

換留学生のカーリーの歓迎会及び誕生会を、イタリア料

理店の「ル・クリマ」で開催しました。金沢商業高等学校

より富永校長先生と担任の田中先生をお招きし、竹松家、

瀬戸家（昨年公募で留学した金商高校の女学生の家庭）、

二木家、諸江家、大島家の各ホスト・ファミリーの皆様、

小池田幹事、中田カウンセラー、事務局の総勢20名で盛

大にお祝いさせていただきました。カーリーはこの日で

ちょうど17歳の誕生日を迎え、母国のカナダからもプレ

ゼントが届いており、大喜びで開いていました。カーリー

には乳製品の摂取障害があるので、チーズや生クリーム

は好きなのですがあまり食べられないので、バースディ・

ケーキも生クリームを使用しない特別のケーキを用意さ

せていただきました。

　金商高校の生活にも慣れてきて、学校では茶道部に参

加したり、書道にもチャレンジしようと意欲満々です。既

に学校の友達からはカラオケに誘われたりと、しっかり

日本人学生達の間に溶け込んでいるようです。10月から

は日本語教室にも通いますので、日本語も徐々に上達し

てくるものと思います。会員の皆様方におかれましては、

いろいろな行事にカーリーをぜひ誘ってあげてください。

なお、カーリーのお母さんはロータリーアンであり、現在、

富山ロータリークラブから留学している男子学生のホス

ト・ファミリーをしていただいております。

（記：国際青少年計画委員長　中田　吉則）

米山奨学会について

外国人留学生を支援する
民間最大の奨学団体です

　ロータリー米山記念奨学会は、勉学、研究を志して日

本に在留している外国人留学生に対し、日本全国のロー

タリアンの寄付金を財源として、奨学金を支給し支援す

る民間の奨学団体です。

≪目的≫

　ロータリー米山記念奨学会は、将来母国と日本との

懸け橋となって国際社会で活躍する優秀な留学生を奨

学することを目的としています。優秀とは「⑴ 学業」に

対する熱意や優秀性はもちろんのこと、「⑵ 異文化理

解　⑶ コミュニケーション能力」への意欲や能力に優

れている点が含まれます。

　ロータリー米山奨学生は、ロータリークラブを通して

日本の文化、習慣などに触れ、社会参加と社会貢献の意

識を育て、将来ロータリーの理想とする国際平和の創

造と維持に貢献する人となることが期待されます。

≪民間最大の奨学事業≫

　年間の奨学生採用数は800人、事業費は14億円

（2011－2012年度決算）と、国内では民間最大の奨学

事業となっています。これまでに支援してきた奨学生数

は、累計で17,028人（2012年4月現在）、その出身国は、

世界121の国と地域に及びます。
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カーリー嬢の歓迎会＆誕生会開催

10月は職業奉仕・米山月間です

11／12（月）例会は休会です



奉仕を通じて平和を  Peace through Service

❖ 10 月 29 日（月）例会❖

■ソング
“手に手つないで”
“Smile Sing a Song”

■本日の卓話
10月29日 糀料理研究家　小

こ

紺
こん

有
ゆ か

花氏
 「未来へ繋ぐ麹、世界へ羽ばたく麹」

■例会卓話予定
11月  5日 元米山奨学生　祁　 さん
 「社会人になって思うこと
 　〜中国人の観点から〜」
11月11日 国際ロータリー第2610地区大会
11月19日 ㈱絹川商事　専務取締役　絹

きぬかわ

川善
よしたか

隆氏
 （金沢東RC）
 「不動産賃貸のおはなし」
11月26日 ㈱北國銀行　常務取締役　杖村修司氏
 （金沢東RC）
 「未定」
12月  3日 ㈱福光屋　常務取締役　松

ま つ い

井圭
けいぞう

三氏
 「未定」
12月10日 年忘れ家族会（18:30〜 金沢スカイホテル）

12月17日 芳珠記念病院　副院長　多
た が

賀千
かずゆき

之氏
 「ボケてからも可愛がられる法」
12月31日 休会
 1 月  9日 金沢8RC新年合同例会
 （18:30〜 ホテル日航金沢）（1/7は休会）

■ おめでとう（敬称略）
◎９月年間皆出席祝

 39ヵ年 松本　巌夫 24ヵ年 若林　智雄 
 18ヵ年 金子　福夫 13ヵ年 坂本　憲一
 11ヵ年 鏑木　基由 9ヵ年 田中　和彦

 3ヵ年 太田　有彦 1ヵ年 山崎　勝治

■ニコニコBox（敬称略）
根布…今日の卓話の講師に、金沢学院大学の山崎教授にお越しい

ただきました。近所のよしみで、無理をお願いしました。あ
りがとうございます。

徳野…過日のグリーン会ゴルフコンペで、ハンディキャップに恵ま
れ、準優勝出来ました。次回は、12月8日です。是非参加して
ください。

原　…プレゼントも生れた日もニコニコボックスも忘れてしまい、
ボケが進行中で申し訳ございません。

澤木…誕生月を迎えました。○○歳。ロータリアンとしては新生児
です。

長田…結婚記念日を祝っていただき、ありがとうございます。
半田…結婚記念日に綺麗なお花をいただき、ありがとうございま

した。35回目の結婚記念日を無事に迎える事が出来ました。
感謝です！

根布…結婚記念日に綺麗なお花をいただき、ありがとうございま
した。

徳野…結婚記念日のお花をいただきました。無事に夫婦生活は続
いております。ありがとうございました。

杖村…結婚記念日にお祝をいただき、ありがとうございました。お
蔭様で記念日を思い出し、妻と祝うことが出来ました。

累計　481,600円

❖ 10 月 15 日（月）例会報告❖

■幹事報告
 ・10/1，10/15例会にて米山BOXを回しましたところ、

92,610円が集まりました。10/18付で米山記念奨学会
へ送金いたしました。

■出席率報告
 9 月24日 57 ／ 95　ホームクラブ　60.00％
 9 月10日 87 ／ 95　補正出席率　　91.58％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員3名）

〈 10月例会メニュー 〉
10月29日 〈中華〉四川名菜「鶏肉の四川唐辛子炒め」
 　名古屋コーチンを使って

◆歴代パスト会長懇談会
日　時：10月29日（月） 18:30〜
場　所：石亭
会　費：10,000円

◆金沢8RC幹事会
日　時：10月31日（水） 13:40〜
場　所：金沢ニューグランドホテル

◆指導者育成セミナー・地区大会本会議Ⅰ
日　時：11月10日（土） 13:00〜14:50
場　所：富山国際会議場
出席予定者：松尾、山岸、米沢、小池田康秀、半田、
　　　　田中和彦、吉田、紙谷

◆国際ロータリー第2610地区 2012-2013地区大会
日　時：11月11日（日）
　　　　　13:00〜17:40　本会議
　　　　　18:00〜19:30　大懇親会
場　所：富山国際会議場
　　　　ANAクラウンプラザホテル富山
登録料：11,000円（内2千円はクラブ負担）
※11/12（月）例会はありません。

◆グリーン会第2回ゴルフコンペ
日　時：12月8日（土） 9:06スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」

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

き　　　せ　が

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

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.


