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た。第一ホストファミリーの大谷さん、その後の
ホストファミリーの皆さん宜しくお願い致します。
伏木高校様には 1 年間の受入有難うございます。
（クラブカウンセラーとして）
・伏木高校インターアクトクラブの皆さんようこ
そ！来年 6 月開催のインターアクト協議会のホス
ト校としての伏木高校様のご活躍を祈念して。
（青少年奉仕委員長として）
才高君／伏木高校村中顧問をはじめ 4 名の生徒さん
方 1 年間の交換留学生としてアメリカから来日さ
れたハーリー君、ようこそ来会いただきました。
伏木高校さんにはハーリー君を 1 年間受け入れて
いただきます。感謝申し上げます。
若野君／ようこそ高岡 RC へ。梶谷さんをお迎えして。
竹中君／梶谷さん、高岡 RC へようこそ。よろしく
お願いします。
駒井君／8/6 の第 1 回親睦ゴルフで優勝させていた
だきました。当日は親睦委員会のバスの中でのお
もてなしに始まり、昼食は飛騨牛ステーキと生ビ
ール。パーティは錦州で中華料理。そのうえ、花
新会員プロフィール
田会長からは『お米券』までいただき、とても美
氏
名：梶谷英治（54 才）
味しい 1 日でした。皆様に感謝です。
職業分類：
【普通銀行】
石崎君／今年 2016 夏『国宝瑞龍寺 夜の祈りと大福
勤 務 先：(株)北陸銀行
市』はお盆の 13、14 両日開催致しました。お盆
役
職：執行役員
休みで帰省客が多く特に若い家族連れが多かった
高岡地区事業部本部長
です。昨年の 30％増の来場で賑わいました。無事
入 会 日：2016 年 8 月 25 日
終わるのも皆様の多大な企業協力のお陰です。本
当に有難うございます。感謝感謝です。
ニコニコＢＯＸ
＜ 12 件 50,000 円 ＞
松原君／8/8 からお盆を挟んで台湾と北欧に行って
昨夜帰ってきました。台湾では高岡工芸展で石井
花田会長／伏木高校インターアクトクラブの皆さん、
知事に台湾マンガﾞ家と板橋 RC メンバー有志を
当クラブの例会においでいただき有難うございま
紹介・面談しました。又、政府要人及び蔡英文国
す。卓話を楽しみにしています。交換留学生ハー
家総統に能作・竹中オリジナル品を名入れ贈呈致
リー君、日本の文化などを体験していただき、貴
しました。また、皆出席表彰を頂いて。
重な体験を通じてこれからの人生に生かし、国際
大谷君／長女が 8/10 にパラオで結婚式を挙げまし
親善に努めていただければ嬉しいです。
た。1 週間、家族でバカンスできて招待してくれ
藤田君／伏木高校の村中先生ようこそお越しくださ
た娘夫婦に感謝しました。
いました。生徒さん達のスピーチ楽しみにしてお
前川君／誕生祝を頂いて有難うございます。
ります。感謝。
7 番テーブル／全員出席です。
加藤君／・ベルギー短期交換学生は金沢でのホーム
小間、本間、山本(毅)、塩崎(吉)、駒井、吉岡、
ステイ、その後東京でベルギー駐日大使に謁見し、
柳澤、北村
8/23(火)午前の便でブリュッセルに向け帰国しま
した。ホストファミリーの皆さん、関係各位に感
出席報告
7/1 期初 70 名 (内名誉会員 2 名)
謝申し上げます。 （地区委員として）
正会員／70 名 出席免除／6 名 (本日出席 3 名)
・又、8/20(土)台風の影響により 2 時間 15 分遅れ
で米国よりハーリー君が富山空港へ到着致しまし
本日の出席率／82.08％ 前々回出席率／100%
司会 塩崎(有) 会場監督 点鐘 花田 会長
ロータリーソング
四つのテスト唱和
ゲスト
伏木高校ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ会長
飛田直樹 君
〃
幹事 角地正成 君
〃
副会長 貞森桃佳 さん
〃
理事 酒井ジョイス さん
〃
顧問教諭 村中秀一 先生
来日交換留学生 Harley MEHLHORN 君
ビジター 高岡万葉 RC 1 名
会長挨拶／報告
■誕生祝 前川俊朗 君 〔8／29・66 才〕
■来日交換留学生ハーリー君の挨拶
■梶谷新入会員にエンブレム他贈呈
幹事報告
■配布／ロータリーの友 8 月号 5RC 会員名簿
■1 番ﾃｰﾌﾞﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ⇒8/25 18:30～ POPOTE
■ﾊｰﾘｰ君ｳｪﾙｶﾑﾊﾟｰﾃｨｰ⇒8/27 18:30～ 古城亭
委員会報告■雑誌…ロータリーの友 8 月号紹介

本日のプログラム

【理事会報告】

伏木高等学校インターアクトクラブ紹介
私たちの通う伏木高等学校では、県内でも珍しい
国際交流科ということで、英語の他に、第 2 外国語
として、中国語・韓国語・ロシア語の中から一つ選
び学習し、友好校である中国の大連市第十二中学、
韓国の水原（スウォン）市清明（チョンミョン）高
等学校、ロシア・ウラジオストク市のガルモニア校・
51 番学校での語学研修と友好校からの訪日団の受
入ということで、相互交流をすすめています。
友好校の来校の際には、国際交流委員会を中心と
して、歓迎式・交流会を行っています。今年は 7 月
に中国大連市第十二中学から生徒 30 名・引率者 3
名を韓国清明高等学校から生徒 40 名・引率者 3 名
をお迎えし、4 泊 5 日のホームステイを中心に本校
生徒との国際交流を行いました。
9 月下旬には、ロシアガルモニア校・51 番学校よ
り生徒・引率者をお迎えし、ホームステイを中心に
本校生徒との国際交流を行う予定です。
今年度の本校からの派遣事業としては、12 月に中
国大連市第十二中学・韓国清明高等学校への「語学
研修」の実施を予定しています。
また、3 月にロシアガルモニア校への「語学研修」
及び隔年で実施している「米国語学研修」を予定し
ています。
また、本校は、地域ボランティア活動として、越
中国分駅の清掃活動、
十間道路などのクリーン作戦、
老人施設慰問など地域交流にも積極的に取り組んで
います。
今年度の活動としては、私たちは、7 月 13 日に生
徒会執行部と合同で本校の生徒がよく利用する越中
国分駅の清掃を行いました。また、ボランティア部
は、7 月 23 日に学校近くの老人ホーム「ふしき苑」
に納涼祭補助ボランティアに行ってきました。
これらの国際交流及び地域交流活動は、インター
アクトクラブとしての活動でもあり、高岡ロータリ
ークラブの皆様よりご支援を賜り、積極的に取り組
むことができています。
これからもロータリー・インターアクトの精神を
基調にして、さまざまな活動をすすめていきたいと
思います。みなさん、ご指導・ご支援の程、よろし
くお願いします。

※台湾板橋 RC 訪問の件⇒承認
板橋 RC 創立 50 周年記念式典・祝賀会
表敬訪問 H29.5／4（木）～5／7（日）
※高岡 RC 創立 65 周年記念事業の件⇒承認
R 米山記念奨学会・R 財団・伏木高校への寄付
※高岡 RC 創立 65 周年記念特別会費徴収の件⇒承認
各会員より特別会費 10,000 円
会費支出先⇒クラブ寄付（R 米山、R 財団）
※高岡 RC 創立 65 周年記念講演会・記念式典・
祝賀会開催の件⇒承認
※高岡 RC E メールアドレス追加取得の件⇒承認
info@takaoka-rotary.org
※例会日変更の件⇒承認
11／10 例会を 11／6 の 65 周年記念式典に変更
※高岡西 RC 創立 50 周年記念大会の件⇒承認
日時；10／26（水）永田 PG、会長、幹事招待
祝儀として 10 万円贈呈
※米山奨学生 Olena さんに対する
「クラブ支援」の件⇒協議
報告事項
※納涼夜間例会収支報告
※第 1 回親睦ゴルフ大会収支報告
※10／29（土）第 2 回親睦ゴルフ大会開催
場所：小杉 CC 会費：5,000 円
※万葉朗唱の会広告費⇒広報より 10,000 円支出
※高岡市花壇コンクール協賛⇒
環境保全より 5,000 円支出
※高岡市児童クラブ「こどもまつり」協賛⇒
社会奉仕より 10,000 円支出

前田公墓所清掃奉仕
とき／9 月 11 日（日）7：00～8：00
集合／前田公墓所周辺
※ 軍手・鎌は、各自持参ください。
※ クラブ定款第 9 条第 1 節 a 5 により
メークアップとなります。

2016‐17 年度 高岡 RC はアメリカから 1 名の
交換留学生を受け入れることになりました。
学生氏名
Harley MEHLHORN
生年月日
2000 年 12 月 15 日（15 歳）
国籍
U.S.A(Phoenix, Arizona)
受入期間
2016／8／20～2017／7 月末
留学先
富山県立伏木高等学校
趣味・特技 ギター、読書、語学
左から 村中先生

ﾊｰﾘｰ君

ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞの皆さん

