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ＷＥＥＫＬＹ ＲＥＰＯＲＴ 
国際ロータリー第２６１０地区 

白山石川ロータリークラブ 

【2016年６月２日（木）№６９３号】 

今日の花：おだまき（赤） 

花ことば・素直 

       

 国家ならびにロータリーソング「奉仕の理想」斉唱にて 

第693回例会が開始された。 

◆ 山本 篤会長 お客様の紹介   

 受入交換留学生の紹介 

・2016学年度米山奨学生 

恰格徳尓愛蓉（チャガダールアイルン）様 

  ・2015～2016受入交換留学生（カナダ） 

       ダニエル・マティウス君 

 

   山本会長挨拶 

 5 月末（5 月 28 日～6 月 1

日）にソウルでロータリー国

際大会が開かれました。29日

の開会式に、当クラブから安

田さん、小柳さん、五十嵐さ

んが参加されました。飛行機

事故に遭遇し大変だったとの

事ですが、無事に帰られたので良かったと思います。 

 昨日、15 周年の実行委員会が開催されました。大枠に

ついて決めさせて頂きましたが、日時は11月12日の土曜

日。記念例会は午後4時から、祝宴は午後5時半からにな

りました。全員の協力の下でやっていきたいと思っていま

す。 

 米山奨学生へ奨学金贈呈と奨学生からのご挨拶 

米山奨学生へ奨学金贈呈  

 

チャガダールアイルンさんのご挨拶 

 皆さん、こんばんは。この2ヶ月、皆さんにお世話にな

りました。本当に有り難うございました。この奨学金は大

事に使います。先週、神戸で自分の研究発表を行いました。

良かったです。これからも頑張ります。どうぞ宜しくお願

いします。 

ダニエル・マティウスさんのご挨拶 

 小遣い有り難うございます。今日まで250円しかありま

せんでした。だからとてもうれしいです。 

 

 

『ロータリーの友』紹介 （福田 裕広報・雑誌委員長） 

 ロータリーの明日 2016年規定審議会レポート 

 6月号：横書きの16ページで

す。二神さんがしっかり書いて

ありますが、誤解して解釈する

とまずいので、細則については

各クラブで作りなさいと言うこ

とですので、しっかり把握しな

いと誤解を招きます。委員会をやるか、経験豊かな人に集

まってやるか、どちらかが良いと思います。 

 29 ページにも二神さんが「ロータリークラブ細則」の

変更がクラブの明日を決めるという表題で書かれていま

す。 

 別の話ですが、日台ロータリー親善会議が6月5日に迫

っています。音楽堂と日航ホテルが主会場です。予想を上

回る800名以上の参加が決まっています。また、白山石川

ロータリークラブからは、お弁当もないのに受付初め、ク

ロークの係など多くの会員参加を頂き感謝しているとい

うお話しです。 

 

 幹事報告（小路 昌弘次期幹事） 

◎ 5/27 ガバナー事務局より、財団室NEWS 6月号が届いてい

ます。友愛の広場に置いてあります。 

◎ 5/27  ガバナーエレクト事務局より、2016－2017 年度会員

拡大増強委員長会議のご案内が届いています。 

   日 時： 2016年7月10日（日）13：30～15：30  

   クラブ会員拡大増強委員長会議 “本館３階 第4研 

   修室” 

     内 容 ：会員増強を「語り合おうロータリー」 

         フォーラム 

         （パネルディスカッション形式） 

     場 所 ： 石川県地場産業振興センター 本館 

◎ 5/27  ガバナーエレクト事務局より、2016－2017 年度地区

会員拡大増強委員会並びにクラブ会員拡大増強委員長会議

のご案内が届いています。委員 多田 茂 様宛                                   

   日 時： 2016年7月10日（日）11：00～15：30 

        11：00～13：00 地区会員拡大増強委員会     

      “本館２階 第6特別会議室” 

      13：30～15：30 クラブ会員拡大増強委員長会議  

      “本館３階 第4研修室” 

     内 容 ：会員増強を「語り合おうロータリー」 



          フォーラム 

          （パネルディスカッション形式） 

     場 所 ： 石川県地場産業振興センター 本館 

 

◎ 5/27 ガバナー事務局より、第5回日台R親善会議応援要請

が届きました。 

◎ 5/27 ガバナー事務局より、第14回ベルギー短期交換学生

受入ご依頼の件が届きました。 

  受入期間： 8月14日（日）～21日（日） 石川県 

  

● プログラム  

・受入交換留学生ダニエル・マティウスさんのRウィ

ークエンドの報告        

  こんばんは。3 週間前に

（5月14日～15日）留学生

仲間 4 人で立山に行きまし

た。雪が一杯ありました。立

山にバーベキューを持って

行きました。それで焼きそば

を作りました。とても美味し

かったです。乾杯で、カナダ国歌を歌いました。この旅行はと

ても楽しかったです。  

 今週の土曜と日曜は、最後の旅行で金沢の百万石まつりに行

きます。 

ただ見ているだけだけど楽しみにしています。 

 松任高校の最後の行事は、英語のスピーチ大会です。私はオ

ブザーバーだけです。選手ではありません。あと 1 ヶ月ですが

宜しくお願いします。日本を離れるのは寂しいです。 

 ・会員卓話  地区米山奨学会委員長   小柳 善裕君 

 福田さんがおられるの

で、間違ったら訂正してく

ださい。 

この事業は、日本のロータ

リー独自の事業です。対象

は、日本人ではなく日本で

学ぶ外国人留学生を支援

します。フルブライト・プ

ログラム：ウィリアム・フルブライト上院議員は、世界平和を

達成するためには、人と人の交流が最も有効であるという考え

を基にして留学生を支援する事を始めました。米山基金も同様

な考えに立って、米山梅吉氏が1952年に事業構想をおこし「平

和日本」を世界へ発信し、日本の友人を増やして平和を実践す

る人材を育てる、それは国際理解と親善への近道でもあったの

です。 

 2015 年度の年間奨学生は、730 名です。

国籍は中国が 39.7％と 40％を切っていま

すが多いです。 

 どんな成果が出ているかと言いますと、

元奨学生（学友）がいろいろな所で活躍し

ています。モンゴル初の3年制高校を設立

した人、駐日韓国大使二人、地区がバナー

三人、台湾で女性初の故宮博物院院長、剣道を中国で広めた人

など多数です。 

 更に、寄付についての詳しい解説がありました。当地区の目

標額（普通＋特別）は、16,000円です。 

 

◆ 誕生日祝の発表 

福田 裕会員、武藤一彦会員、今井欣也会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆出席報告  本島 大昌出席委員会委員長 

○出席率：73.53％ 

出席者 22名／会員36名 

○出席補填：3名 

○出席免除：2名 

◆ ニコニコボックス発表   

       中島 育子 会員 

氏  名 メッセージ 

山本  篤 会長 
 

米山奨学生 ﾁｬｶﾞﾀﾞｰﾙ･ｱｲﾙﾝさん、よう

こそ、お元気で何よりです。 

今日は地区米山奨学会委員長の小柳さ

んより卓話をいただきました。 

ありがとうございます。 

山内  隆 小柳会員、米山奨学会卓話をありがと

うございます。 

次年度もよろしくお願いします。 

小路 昌弘 小柳地区米山奨学会委員長、卓話あり

がとうございました。 
五十嵐さん、バッチを頂戴しありがと

うございました。 

安田 晶一 先週5/27~5/30迄ソウル国際大会に参

加してきました。貴重な体験をしまし

た。ありがとうございました。 

今井 欣也 誕生日祝をありがとうございます。 

福田  裕 60代最後の一年になるかと思うと、何

か複雑な気持ちです。 

武藤 一彦 誕生日のお祝いをありがとうございま

す。69歳です。 

インフルエンザに代わってお腹の風邪

が流行しています。吐いたり下痢した

りですが、最近はほとんど点滴をしま

せん。水分と塩分を少しずつ口から与

える事で多くは治ります。時代と共に

治療法は変わります。眼が見にくくな

ってきたので大変助かっています。 

本日合計 11,500円  今年度累計 773,600円 


