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第３１７５回例会

３月９日

（木）

司会 塩崎(有) 会場監督 点鐘 花田 会長
ロータリーソング／四つのテスト
会長挨拶／報告
■誕生祝
笹川 武
君〔3／15・73 才〕
加藤 一博 君〔3／17・58 才〕
本多 剛治 君〔3／18・78 才〕
才高 人思 君〔3／20・54 才〕
幹事報告
■1 番ﾃｰﾌﾞﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ⇒3／9 18：30～ 茶寮 和香
■6 番ﾃｰﾌﾞﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ⇒3／9 18：30～ 一風庵
■7 番ﾃｰﾌﾞﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ⇒3／9 18：30～ 割烹 かわぐち
■会長エレクト研修セミナー⇒
3／12 ゆのくに天祥 13：30～
■理事会⇒3／16 17：00 NH ｵｰﾀﾆ高岡 桐の間
委員会報告
■地区研修・協議会開催案内

松田君／遅くなりましたが誕生祝ありがとうございま
した。6 才の娘が嬉しそうに使っています。本日、残
念ですが早退いたします。

派遣交換学生

月例報告

3 月分

交換学生氏名 柳沢 智也
ホストクラブ Bendigo SouthRC
(オーストラリア)
健康状態
良い
通学・勉強状況
奈良県の五條高校から、高校生が来ている。自分の成
長がはっきり分かった。
家庭生活に関して
ホストファミリーはとても優しく、ホストマザーはカ
ウンセラーの子供なので安心だ。

二コニコＢＯＸ
＜ 9 件 27,000 円 ＞
花田会長／フランソワーズ・モレシャンご夫妻には大変
見学、旅行
お忙しいところ高岡に来ていただき、お話をいただけ
グレートオーシャンロード
るのを楽しみにしております。
岡本副会長／モレシャンさん。今日はようこそ高岡ＲＣ
感想、新たに発見したことなど
へ。心より歓迎いたします。今日は宜しくお願い致し
先月は日本代表バスケットボールチームがベンディ
ます。
ゴにやってきた。通訳がいなかったため、全てはでき
才高幹事／本日はフランソワーズ・モレシャン氏の公開
なかったがいい経験ができた。プチ職業体験のようだ
講演会を開催いたします。大野会員にはお世話してい
った。また、クリケットの日本代表も来ていた。日本
ただき感謝申し上げます。誕生日お祝いを頂きました。
ではクリケットがそんなに人気では無く、試合も練習
塩崎（吉）君／3 月 11・12 日。今週末、山町筋のひな
も難しい中、みなさんオーストラリアの人相手に奮闘
祭りが開催されます。私は土蔵資料館（旧室崎家）で
していた。また、帆船のレースやフライフィッシング
お茶の提供をしております。天候も良いと思われます
など、いろいろなことを始めた一ヶ月でもあった。
ので是非お出かけください。お待ちしております。
竹中君／先般ユースエールの認定を受けました。ユース
エールというのは平たく言えば若い人の働きやすい
今後のプログラム等の予定
中小企業という国の認定制度で富山県では 2 番目。呉
３／１６ オレナ・トルシュ氏送別会（夜間例会）
西では初めての認定だそうです。ユースエールの名に
３／２３ 会員卓話 吉田 雅弘 氏
恥じないように、今後も働きやすい職場づくりに励み
３／３０ 例会取消 〔クラブ定款第６条１節 C〕
たいと思います。
４／６
板橋ＲＣ姉妹締結記念例会
山本（政）君／先日、新聞各社様へ表敬訪問させていた
４／１３ チャーターナイト記念例会（夜間例会）
だき、社長就任の記事を載せていただきました。4／1
付ですので、まだ 3 週間ございますが気を引き締めて
参ります。皆様のご指導、よろしくお願い致します。
少しだけ有名人になった気分です。
出席報告
7／1 期初 70 名 （内名誉会員 2 名）
本多君／お誕生日祝いを頂戴して、ありがとうございま
正会員／74
名
出席免除／6 名（本日出席 1 名）
した。合掌。
本日の出席率／89.8％
前々回出席率／100％
加藤君／誕生日祝いを頂きました。

～本日のプログラム～ 公開講演会
日時 3 月 9 日（木）13：00～14：00
参加者 会員 夫人 各種団体
講師 フランソワーズ・モレシャン氏
演題 『 文化の国～日本とフランス 』

第３１７６回例会

３月１６日 （木）

司会 塩崎(有) 会場監督 点鐘 花田 会長
ロータリーソング／四つのテスト
ゲスト
米山奨学生 オレナ・トルシュ 氏
金沢大学大学院 医学系研究科 佐藤 純 氏
公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会
野津 美由紀 氏
ホストファミリー 柳沢 浩 氏
ホストファミリー 柳沢 早苗 氏
交換留学生 ハーリー メールホーン 君
会長挨拶／報告
二コニコＢＯＸ
＜ 7 件 28,000 円 ＞
花田会長／オレナさん米山奨学生卒業おめでとう。
これからの益々のご活躍をお祈りします。
才高幹事／オレナさんの今後のご活躍を期待していま
す。今日は、末っ子の次女の高校入試の発表日！
ドキドキしましたが合格していました。嬉しいです。
室崎君／Olena これからもがんばってください。佐藤先
生ありがとうございました。
若野君／今後のご活躍を心よりお祈りしております。
大島君／この度、協和発酵バイオ社取締役就任にあた
り株主総会出席のため本日は失礼します。オレナさ
んの今後の益々のご活躍を祈念します。

稲田君／今日は、春闘の団体交渉のため欠席させていた
だきます。オレナさんの送別会に出席したかったので
すが叶いませんでした。申し訳ありません。オレナさ
んの今後のご活躍を心よりお祈りしております
浅野君／6 番テーブルミーティングを富山市の一風庵
で開催したところ多くの方に参加いただき、ありがと
うございました。うちとけた楽しい時間でした。
【理事会報告】
※4/27 例会の卓話時間 30 分延長の件⇒承認
例会 12:30～13:00 卓話 13:00～14:00
※名誉会員をお迎えする例会の件⇒承認
5/11 例会を 5/1 に、時間を 10:00～11:00 に変更
※ライオンズ対抗戦ゴルフコンペの件⇒承認
5/24（水）10:00～スタート 高岡カントリー
18:30～懇親会
やすらぎ庵
※ＮＰＯ法人国際ロータリー日本青少年交換委員会
が多地区合同奉仕活動でることを承認する件⇒承認
※米山記念奨学生の世話クラブとカウンセラーの引
き受けの件⇒承認
デザールナヌシ君 25 歳／男性
国籍：アルバニア 大学：富山大学
支給期間：2017 年 4 月～2019 年 3 月
カウンセラー：加茂 輝隆氏

本日のプログラム

