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会長の強調事項(ロータリー家族、健康問題、識字と教育および浄水)、ポリオ・プラス、及び会員増強RI
村田祐一ベルギー短期交換留学生を預かって

前回長男がベルギーでお世話になったお礼を兼ねて、今回ホーム
ステイの受け入れ役をさせていただきました。貧困な日本の英語
教育と私たち夫婦の不勉強で未だに英会話が出来ない。さてさて
どうなることやら？其の前に２部屋を確保しなければ！幸 い？子
供たちは其の期間は帰省できないという。しかし、娘がアメリカ
留学前に置い ていった東京生活８年間余りに溜め込んだ荷物が家
中を占拠している！なんとか寝泊りできるスペースはできたが、
妻の無理がたたって膝に水が溜まり、医者に「連続１５分以上の
歩行禁止」を言い渡されてしまった。
満足な会話ではないが、怪しげな発音と身振り手振りに書き書き
（筆記）を加えて なんとか意思疎通は図れたようだ。と私は思っ
ているが陰の声は？？。２２歳の大学生フレデリック（ 君）とF

P P１７歳の高校生ピーター（ 君 、けっしてオカマではない ！。）
君は一人っ子のせいか意思表示がストレート、いつも 君を兄貴として慕っているようだった。 君は最近の日本F F
の若者に見習わせたいほど気配りが行き届き、二人共とても素直な青年であった。帰る朝には当然なのだが、使っ
た部屋を綺麗に片付けてあった。
話変わって、ベルギーでは１６歳から飲酒が なのですね！夜の外出が多く 「何時までに帰ったらよいか？」OK 、
というので、１１時ごろが「１２時まで」に妥協しても少し不満そうだった。お国では宴は１０時ごろから始まる
らしい。帰える前日は何時でもと許すと午前２時過ぎのご帰還であった。食べ物はお魚の生はダメ、特に醤油がダ
メで、お寿司に胡椒をかけている。塩もかけるようにとアドバイスしたが変な味だったのでは、今度こっそり試し
てみよう。 天麩羅は好きであった。和食に挑戦は諦めて、サンドイッチ、カレーライス、トースト、肉、卵料理

OKにすると 美味しい と食べてくれた サラダ 果物はほとんど食べず 唯一オレンジのみ食した ヌードルは「 」 。 、 、 。
だときいたので、蕎麦屋へ行ったがダメであった。多分お醤油味がダメなのだろう。機会があったら醤油味以外の
ラーメンを試して見るのも良いかも。滞在中はちょうどアテネオリンピック中であったので、日本の金メダルラッ
シュで一緒に盛り上がっていた。ベルギーもテニスで金メダルをとり得意そうでした。我が家のインターネットは
使い放題なので、彼らは毎日ベルギーのニュースを得て、家族、友人と連絡を取り合っていました。 君は将来はF
法律家に 君は薬剤師になりたいそうだ。社会人になった彼らとまた会いたいものである。その時は醤油文化になP
んとしても目覚めさせるぞ！

７月の韓国の青少年を預かった時に比べ、今回は会員のお手伝いが少なかった様に思う。せっかくの異文化と知
り合い理解しあう機会に参加されなかった方は、次回はぜひとも参加ください。また日程の都合で百万石 の例RC
会に出席してもらえず、一部の会員としか交流できなかった。今後は日程調整を考えて「会員皆でおもてなし」出
来るようにしてください。わざわざ休暇をとって東京から駆けつけお手伝いくださいました炭谷里栄様、一緒に案

>内していただいた北山杏子様、石丸夫人をはじめ、お手伝いいただきました方々と妻に感謝いたします。
前号の記事でベルギー交換学生のホームステイは です （北山吉明宅）おわびと訂正 村田会員宅と炭谷会長宅 。

は誤りです。
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点 鐘
四つSONG『我等の生業』

のテスト
会長挨拶 二木秀樹会長エレ

（卓話者）クト特別ゲスト
石川第一分区Ｂ ガバナー補

（ ）佐 藤田清氏 松任石川ＲＣ

金沢香林坊ＲＣメイキャップ
後藤克治 様

＊友情交換委員長 石丸地区役員委嘱状の贈呈
幹夫会員 ＊会員増強委員 金沂秀(キムギス)会
員

４日生まれ 吉田光穂（み今月の誕生者の紹介
つほ）会員
乾 杯 食 事

野城勲副幹事 例会後はクラブ協議幹事報告
会をしますので、理事役員と２年未満の会員は残って下さい。

地区区友情交換委員長 石丸幹夫地区友情交換委員会報告
～ の地区韓国訪問の友情交換事業に出席する人は家族も含10/8 11

めて 名です。 追加希望のかたは至急申し込んで下さい。クラブでは 金会員 斎木会員 竹田国際奉仕副委19
員長 東海林会員と家族 石丸夫妻 が参加します。とっても楽しい旅にする予定です。

ニコニコボックス
1 ,000 138,000 4096,059￥ ７ 本年度合計 ￥ 残高 ￥

ガバナー補佐 藤田清氏 二木会長エレク今年度ガバナー補佐を拝命しました。宜しくお願い致します。

ガバナー補佐藤田清様をお迎えして ガバナー補佐藤田清様をお迎えして。ベルギー短ト 石丸会員

期交換学生の件、大変御世話様でした。アクタスに私の記事がでました。ＴＶの全国放送（みのもんたの

時間）に私の名前がでました。 ガバナー補佐の藤田様、ようこそおいでくださいま江守巧・道子会員

大平会員 木場会員 水野会員した。 ガバナー補佐をお迎えして 藤田ガバナー補佐様をお迎えして

藤田ガバナー補佐様、ようこそいらっしゃいました。 ベルギー交換留学生のホームステイ村田会員

、 、 、 。にあたり 北山杏子様 炭谷栄里様 石丸先生夫人をはじめ多くの人々のお手伝い有り難うございました

石川第一分区Ｂ ガバナー補佐 藤田 清 氏講話の時間 「私のロータリー感」

私は 年のロータリアン歴ですが、会長は２回しました。18
良き友とは付き合って得るところの多い人です。兼行法師は ①ものくれる人 ②薬師
③智恵ある女をあげています。
ロータリアン二つのタイプ ①感性派（活動型）私もこのタイプですが、ロータリー

になじんでいるが、ふらつくタイプ。②知性派（実務型）非常にまじめできちんと仕事
をする。
大連宣言 これは軍事国家と突き進んでいた我が国では画期的なことです。昭和 年に10
発表されました。

事業人である前に、道義の人でなければならない。事業人として、経営に全力を尽くすのは公１．

益のため当然のことではあるが、道義を無視して成り立つものではない。

先ず奉仕ありきと思わなければならない。自らの利より他の益を考える事を願う。よく奉仕す２．

る者、最も多く満たされること疑いなし。

特殊な関係で機会を遮断したり、一般的に潔としない事柄に乗じて巨利を博３．

する者は、最も卑しいことである。 その精神は利のため義を失うことである。

義に集い、信にとって結ばれ、互いに切磋琢磨し，相扶け相益す。これが団４．

結の本旨である。仲間を造って厚くしたり、他人を拒んだりしてはならない。自

らを戒めなければならない。

いかなる角遂、闘争はこの世にあってはならない。博愛・平等の理想実現の５．

崇高なる大儀を全世界に広めるのが我々ロータの使命であり、その存在の意義が

ここにある。

ロータリーは政治をもちこんではなりませんし、派閥をつくったり、差
別する事はなりません。孔子は「知るは好きにしかず、好きは楽しむに
しまず 」と述べていますが、故高田パストガバナーの「ロ－タリーを楽しもう」の言葉は大変奥深いものがあり、

点 鐘ます。この境地になって、はじめてロータリーアンといえましょう。

通算 回300
Fホテル日航５

％出席 26/41 63.41
7 76.59月修正出席率

2004.9.2

出張中の炭谷会長は空港から直接会場へ
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恒例の合同例会のお知らせ★
北ロータリークラブの御世話により下記の通り松魚亭にて行うこととなりました。ご家族もご同伴可能ですので、
多数ご出席をお願い致します。

10 21 19:00 1-38-30 TEL076 252 2271日時 月 日（木） ～ 場所 松魚亭 東山 ( )
卓話 柳 達司 氏 柳酒造代表 卓話 利き酒 和室にて「利き酒会」の後洋室にて懇親会会費 お一人／

円 申込み〆切 月 日（木） 事務局まで10,000 10 7

“東茶屋街を考える会”のお知らせ★
“東茶屋街を考える会”を下記の通り企画致しましたので、多数のご参加をお待ち申し上げております。ご家族の
方も是非、いらして下さいませ。

10 23 19:00 1-14-7 076-252-1654日時 月 日（土） ～ 場所 料亭『中むら』 東山 電話
会費１万８千円～２万円申込み〆切 月 日（火）親睦委員（齋木）または、事務局まで10 12

から魚津で地区大会がありますが、その出席もよろしく10/23
再募集！韓国語講座★

韓国語受講される方を募っておりましたが、大変少なく改めて、会員を募集致しますので ご家族、ご友人お誘い
合わせの上どうぞお申し込みください。初歩から宋先生に御指導頂きますので、 お気軽にお申し込み下さい。
講師 宋 有宰氏 受講料 円 （ 回の予定）なお、受講料は前払いでお願い致します。20,000 20
特典 メーキャップ扱いとさせていただきます （委員会事業の為） 場所 例会場 日程 例会終了後
9/16 9/30 10/7 10/28 11/4 11/18 11/24 12/2 1/20 1/27 2/3 2/17 2/24 3/3 3/17 3/24

4/7 4/21 4/28 5/19

９月定例理事・役員会のご案内★
下記により、定例理事会を開催いたします。万障お繰り合わせご出席下さいますようご案内申し上げます。 日
時 ： ９月９日（木）例会終了後 場所：例会場において 議件： ① 韓国青少年交換収支報告
② ベルギー交換学生の受入収支報告 ③理事・役員の選出方法について ④その他・事務局の待遇について

（金沢百万石ＲＣ後援）★ 日下 さち子さんの ピアノリサイタルをよろしく
ハンガリーの情景 ソナタ第８番 ／６つの小品 ／バラード第２番 ／ 組曲 ／ハンガリー狂詩曲 第１２番

石川県文教会館ホール 開場 開演 前売り 円 （東海林会員まで）9/10（金） 18:30 2,00019:00

近郊ＲＣの例会変更
金沢ＲＣ （水 「夜間例会」及び「観月の会」 金城楼 ： ～9/29 18 00）
金沢西ＲＣ （金） 創立 周年記念例会 金沢都ホテル ： ～9/10 40 15 00

（金） 観月夜間例会 和田屋 ： ～9/24 18 00
野々市ＲＣ （水） ３ＲＣ合同夜間例会 ～ 金沢国際ホテル9/22 18:30

（水） 休会 （定款第５条第１節により）9/29
松任ＲＣ （火） 観月例会 ～ まつさき（辰口温泉）9/7 18:30

（火）→ （水）＝３ＲＣ合同夜間例会 ～ 金沢国際ホテル9/21 22 18:30

ベルギー交換学生のバナーとインドネシアのロータリアン ニーロプルナミさんのバナー

その他予定 例会
理事会9/9

韓国語9/16 近藤俊行ガバナー訪問例会

韓国語9/30

インドネシア・スラバヤＲＣGENK RC MALDEGEM RC Sint Niklaas RC


