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　カナダからの交換留学生Grace Lowes（通称：グ
レーシー）さんが8月24日に来日しました。2日後の納
涼例会にて、早速、ウクレレでビートルズのLet it be
を元気に披露してくれたのは、ご記憶のことと思いま
す。現在、二木会員宅にホームステイ中で、元気に金
沢商業高校に通学しております。
　そして9月8日㈰18時半から、東山のとどろき亭にて、
歓迎会が開かれました。この日は、2020年の東京オリ
ンピック開催が決まった日でもあり、高揚した雰囲気
で始まりました。会長挨拶の後、金沢商業高校の担任
倉山先生から、学校での様子（人気者であり、学校に
溶け込んでいることなど）が紹介されました。その後、
グレーシーに一言挨拶をお願いしました。グレーシー
は、突然の指名にも関わらず、一生懸命日本語で挨拶
しようとしていました。竹松さんのフォローがあって、
英語での挨拶となりましたが、一生懸命に日本に溶け
込もうとしている様子がここでも見受けられました。
　そして、竹松地区委員の乾杯の音頭により、懇親会
は和やかに始まりました。最後に鏑木幹事と松木委員
の締めで散会となりましたが、その後も暫く、皆さん
名残を惜しんでたたずんでおりました。

（記　国際青少年計画委員長：二木  克明）

　去る9月28日、天高く青空の下、半田会長年度第1回
目のグリーン会ゴルフコンペが片山津ゴルフクラブ「加
賀コース」にて開催されました。秋のゴルフシーズン
真っ盛りの中、春から鍛えた腕前を発揮するため、参加
会員は意気揚々とスタートを切って行きましたが、やは
り練習を真面目にしている人と、そうでない人の差はこ
の時期はっきりと結果が出るようです。
　今回は参加会員が残念ながら、15名と少なくちょっ
と寂しいコンペとなりましたが、その分賞品がたっぷり
行き渡り、週末は各家庭で楽しい焼肉パーティーが開催
されたと思います。
　次回は11月16日です。是非、多くの会員のご参加を
お持ちしております。

≪成　績≫	 OUT IＮ GROSS HDCP NET

■優　勝……田中　照人 42 46 88 15.6 72.4
■準優勝……中田　吉則 45 53 98 24.0 74.0
■３　位……向井　健夫 47 49 96 21.6 74.4

≪特別賞≫
■ＢＧ賞……田中　照人
■ＤＣ賞……橋本　好哲（№3・№ 11）
■ＮＰ賞……橋本　好哲（№4・№12）、向井　健夫（№ 18）
■大波賞……澤木　範久 ■小波賞……大島　国雄
■水平賞……鈴木龍太郎
■優勝パートナー賞…中田　吉則、鈴木龍太郎、本谷　裕二
■ＢＭパートナー賞…橋本　好哲、勝浦　　務、成島　　孝
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第1回グリーン会ゴルフコンペ開催
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交換学生グレーシー嬢歓迎会
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❖ 10 月 21 日（月）例会❖

■ソング
“それでこそロータリー”
“Sing Everyone, Sing”

■本日の卓話
10月21日 米山奨学生　王

お う い っ ひ

逸飛君（河北南RC）
 「私の留学生活と将来に向けて」

■例会卓話予定
10月28日 金沢市教育委員会教育長　野

の ぐ ち

口　 弘
ひろし

氏
 「みんなで創る誇りあるまち
 　〜教育振興基本計画にかける想い〜」
11月11日 富士ゼロックス北陸㈱代表取締役社長

 成
なるしま

島　 孝
たかし

氏（金沢東RC）
 「未定」

■おめでとう（敬称略）
◎10月お誕生日祝

成島　和仁　10.  7  中田　吉則　10.10
 冨久尾佳枝　10.14  笠間　史盛　10.14
小池田康秀　10.14  向井　健夫　10.14
紙谷　一成　10.16  松本　浩平　10.17
北川　義信　10.24  澤木　範久　10.24

◎10月ご結婚記念日祝
 鈴木　宗幸　10.  3  徳野与志一　10.  4
根布　　寛　10.  5  杖村　修司　10.  5
中川　　衛　10.  7  半田　隆彦　10.10
木屋　満晶　10.10  厚見　正充　10.22
小池田康秀　10.22  井上英一郎　10.25
浅田　裕久　10.27

■ニコニコBox（敬称略）
伊東…お蔭様で金沢スカイホテルは開業40周年を迎えることができまし

た。40周年を機に新しい展開も図ってまいりますので、今後ともよ
ろしくお願い申し上げます。

笠間…9月は印刷月間です。第12回印刷産業環境優良工場表彰において、
経済産業省商務情報政策局長賞を受賞いたしました。ニコニコと…

勝浦…本日例会終了後、オータムジャンボ宝くじの即売会を実施します。1
等前後賞合わせて3億9千万円、またサンキューオータム賞として3
万9千円が6万5千本当たります。是非ご購入していただき、1等を当
ててください。お願いします。

田中照人…グリーン会にて1位となりました。入会した3年前はBBとBMば
かりで、いつかの夢がかないました。

中田…9月28日のグリーン会ではハンディに恵まれて、準優勝することが
できました。お蔭様で、昨晩は我が家は焼き肉でした。ありがとうご
ざいました。

向井…28日のグリーン会で「3位」と「何でもニアピン」をいただきました。
次回は本物のニアピンを狙っていきます。ニコニコと…

山岸…グリーン会ゴルフコンペで調子が悪く、11位でしたが、思いがけず会
長賞をいただきました。

北川…27カ年皆出席表彰をありがとうございました。ただ長ければ良いと
いうものではありませんが…！！ 恐縮です。

金谷…今年も皆勤賞をいただくことができました。ありがとうございます。
浅田久太…お蔭様で皆出席1カ年を迎えることができました。多くの会員

の方にお世話になりながら、未だ全員のお顔とお名前が一致してい
ないフトドキ者ですが、今後ともよろしくお願いいたします。

澤木…皆勤1年。皆様のご指導に支えられ、何とか1年勤めることができま
した。今後ともよろしくお願い申し上げます。

安達…美しいお花が届きました。忘れかけていた結婚記念日でした。あり
がとうございました。

累計　283,500円

❖ 9 月 30 日（月）例会報告❖

■出席率報告
 9 月  2日 63／94　ホームクラブ　67.02％
 8 月26日 83／94　補正出席率　　88.30％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

❖ 10 月 6 日（日）例会報告❖

“国際ロータリー第2610地区大会”

■出席率報告
 9 月  9日 55／94　ホームクラブ　58.51％
 9 月  2日 83／94　補正出席率　　88.30％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

◆歴代パスト会長懇談会
日　時：10月28日（月）　18:30〜
場　所：石亭
会　費：10,000円

◆10月親睦委員会
日　時：10月29日（火）　18:30〜
場　所：リストランテ・アマレット
会　費：6,000円

◆会員増強委員長会議
日　時：11月10日（日）　14:00〜16:00
場　所：ANAクラウンプラザホテル金沢　3Ｆ「瑞雲」
出席予定者：能登

◆金沢8RC合同幹事会
日　時：11月11日（月）　17:30〜
場　所：金沢エクセルホテル東急5Ｆ
出席予定者：鏑木

◆グリーン会第２回ゴルフコンペ
日　時：11月16日（土）　7:42スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」

〈	10月例会メニュー	〉
21日 〈和食〉秋の味覚定食（秋鮭、蓮根、しめじ、むかご等）
28日 〈中華〉石川の秋をテーマに（加賀蓮根、五郎島金時、県産椎茸等）

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

10月は職業奉仕・米山月間です

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

   
Sing,  everyone,  sing.
Sing,  everyone,  sing.
Let's  get  together  in  all

kinds  of  weather
and  sing,  everyone,  sing.

Smile,  everyone,  smile.
Smile,  everyone,  smile.
All  of  your  troubles  will

vanish  like  bubbles.
so  smile,  everyone,  smile.


