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第972回 通常例会 （10月7日(月)）
会長挨拶

10月は、経済と地域社会の発展月間ということになっています。
その目的は、国連の方で、貧困問題の解消と、女性の地位向
上のために、そういう月間が組み込まれたそうです。日本のRC
では、米山の月間でもあり、この後、村中地区委員長さんにお
話をいただくことになっております。先日、百万石RCさんの方
へ、私行って参りました。ちょうど、今のガバナー補佐、百万石
RCさんの宮永さんが経営しているギャラリーに、以前の米山記
念奨学生のコウ・ショウシンさんが、個展をされ、新聞にも出て
いました。また、百万石RCさんは、非常に女性会員が多いとこ
ろです。百万石さんは、半数近くが女性の方ということで、非常
になっているので明るい雰囲気です。今後のロータリーを明る
くするのは、もしかしたら女性なのかなっていう風にも思う例会
でした。今後も、増強とか色々お話なってくると思いますけども、
積極的に女性の方を誘ってみてはいかがでしょうか。

沖見 好秀 会長

ロータリーソング 「君が代・奉仕の理想」
4つのテスト 「原田 充」
●幹事（横見 健太）

幹事・委員会報告

・東京ロータリークラブ、発足100周年の記念バッチを会で購
入いたしまして、そちらが届きましたので、配布いたします。
・ロータリーロードが、先日の強風で荒れてしまったので、そ
の整備と駐車場の整備を行います。11月9日(土)、予備日11
月16日(土) 9:00より
・九州北部豪雨災害義援金を500円/人をクラブ費から出した
いと思います。

●社会奉仕委員会（岡本 壮生）
・10月28日(月)の、3-5時に企業訪問、そして、5時30分から炉
端会議を行いたいと思いますので、是非ともご出席をお願い
いたします。

本日のプログラム「米山記念奨学事業・改めて」

米山奨学金授与
リク ハン ヅ

陸 晗子（中国・広東省出身）
金沢大学 自然科学研究科

米山記念奨学会

村中 高次郎
2610地区委員長
10月は金沢マラソンの
ボランティアをいたします。

●寄附の種類

地区大会信任委嘱状授与

普通寄附→クラブで決めた会費からの寄附
特別寄附→個人、法人、その他の寄附

●税額控除

絆inモンゴルで製作されたDVDを視聴（15分間）
（2年に1度の世界米山大会・・・第1回は2017年・熊本、次回は2021年台湾）

個人と法人。いずれも税額控除が受けられます。
（※表彰などでは、分けて計上されます）

●表彰制度
沖見 好秀会員
（写真左）

ニコニコBOX・ロータリー財団・
ポリオプラス・米山奨学会寄附紹介
沖見 好秀、横見 健太、高松 祐輔、加茂川 寛之、
岡本 壮生、原田 充、西 茂、飯田 道昭、
粟田 卓二、川端 茂、米田 誠、蔵西 順治、
村谷 哲也、勝崎 猛、

寄附の累計額により、表彰があります。個人寄附が500万円、団体
企業では1,000万円を超えると天皇陛下からの紺綬褒章の対象者と
なります（ただし、道交法を含む前科があってはいけません。）
地区平均が13,728円。これを16,000円まで上げたいです。
（一人年間4,000円の特別寄附で達成する見込み）
また、米山特別寄附者割合いが26.9％。これを50％以上とする
ことで、奨学生を2人採用できるようになります。

米山記念奨学金は、寄付金の96.4％が奨学金として使われます

詳しくは、(公財)ロータリー米山記念奨学会のHPで
（パンフレット等もダウンロード可能）
URL・・・http://www.rotary-yoneyama.or.jp/

第973回 通常例会 （10月21日(月)）

幹事・委員会報告
●幹事（代理：沖見 好秀）

会長挨拶

10月24日に『ポリオ根絶特別プログラム』が、Facebookで配
信されるそうです。『世界中で一つでも多くのロータリーク
ラブに世界ポリオデーのイベントを実施してもらいたいと考
えています。アイデアが浮かばないという方には、ビューイ
ングパーティーを開催して、友達やクラブ会員と一緒にロー
タリーの特別プログラムを見るというのはいかがでしょうか。
また、クラブの例会で、世界ポリオデーを特集したり、募金
イベントを開催することもできます。ポリオ根絶のために集
められた資金には、ビル&メリンダ・ゲイツ財団が2倍の額を
上乗せします』ということなんですけども、つまりロータ
リーで集めたお金の倍の額を、ビルゲイツさんの財団が上乗
せして、ポリオ撲滅にお金を払えますよというシステムに
なっております。ポリオ撲滅も、あと2カ国ということで、本
当にあと少しになっております。是非皆さん、ポリオ撲滅ご
理解いただいてご協力のほどよろしくお願いいたします。

・台風15号の義援金を一人あたり500円を寄附することが決
まりました。また、台風19号の義援金にも備え、それらは随時
審議に掛けるのではなくて、予算枠を設けて、そこから出す
方式に変更になりました。

●社会奉仕委員会（岡本 壮生）
・予定通り、10月28日(月)15-17時に(株)サンタに企業訪問を
して、17時30分から上海小籠湯包で炉端会議を行いたいと
思いますので、是非ともご出席をお願いいたします。（会費
4,000円）

●ガバナー補佐（岡田 等）
・現在のクラブ会報の方式を、クラブ戦略会議で一度審議し
たいと思いますので、よろしくお願いします。

本日のプログラム「タイの文化と事情」

沖見 好秀 会長

会社創立100周年記念

ジャンリー君には、毎月奨学金を渡す時に、毎月、卓話をしてもらっております。
大変かなと思うこともありますが、ロータリアンと交わる時に交わるときに、彼
のほうから話しづらいということでしたので、彼の母国であるタイについてとす
ればそんなに負担にならないだろうということで、してもらっております。タイ
に行かれた方はご存じかと思いますけど、とても親日的で、東日本大震災の時に
も、生活がそんなに楽じゃない人たちも日本の困ってる姿を見て、みんな募金し
てくれて送ってくれたという話です。本当に心の温かい人達です。是非、今日ま
た、お話を聞いて、タイに行こうかなと思ったら行って頂ければ良いなと思って
きています。名古屋から直行便も出ていまして、LCC（格安航空）ですと、なん
と往復14,650円で名古屋から行けます。名古屋に行くまでに往復約3万ぐらいか
かります（笑）。私もタイが大好きでして、タイの銀行口座を開きまして、預金
しますと1.5％と日本では考えられない利率です。また、私が預金したのは、バン
コクバンクですが、なんと、そのカードで、ゆうちょ銀行から日本円でお金おろ
せます。タイだけにタイアップが良いなということです（笑）。」

地区米山委員カウンセラ－
な やま ゆたか

(株)多川製作所 （写真左）

志賀RC 名山 豊 様

パウィン君は仁川
空港経由で帰省

100周年記念祝賀会をさせて頂きました。一つの節目と
いたしまして、会社の100年をビデオにまとめてなど、
準備が大変でしたけれども、来ていただいた方に、非
常に好評で良かったです。どういう形であれ、お祝いを
するのは大事なんだなということを改めて思いました。

RLI研究会修了書授与
名古屋との直行便は、
何と往復14,650円！
国の形がゾウに似ているのは、
タイの方々も思っているようです。

米山奨学生
ジャ－ンリ－・パウィン君
金沢大学

国旗の意味

赤：軍などで流れた血
青：王様

村谷会員（写真左） 岡田会員（写真右）

辛い食べ物が多いとのことで、辛くしない時
には「マイ・アオ・ペット」と言いましょう。

白：宗教
パウィン君の家の近くにダムが完成。
2年に1度はあった洪水が、12年間なし
（なお、そのため建物1階部は洪水用の
高床となっている）

仏教の信者が93％
（それでも他宗教に配慮して
国教とはしていません）

（ホテルや空港では英語が通じますが、飲食店は
あまり通じませんので気をつけましょう）

アヘン畑から茶畑に
王様主導で切り替わる

日本の自動車は人気で、
中古車でも割と高値で
取引がされています

ニコニコBOX・ロータリー財団・
ポリオプラス・米山奨学会寄附紹介
志賀RC 名山 豊 様、沖見 好秀、多川 裕満、

岡田 等、粟田 卓二、東 皆子、西 茂、
酒井 博、蔵西 順治、原田 充、高松 祐輔、
岡本 壮生、村谷 哲也、勝崎 猛

注意

主要観光
ワット・プラ・ケオ（エメラルド寺院）
ワット・プラ・シーサンペット

生水とスリとぼったくりに注意。なお、タクシーはスマホア
プリ「Grap」により、安全安心な手配が可能となる見込み

ビーチ（ピピ・プーケット）

11～2月が雨が少なく、
最適な観光シーズン
ビーチでビールを
頼むと通常1缶200円が
1,000円くらいと
なりますので要注意

第974回 企業訪問 （10月28日(月)）午後3時00分

株式会社サンタ
所在：〒920-0333 石川県金沢市無量寺3丁目18番地
HP：http://no1-santa.com/
写真左
取締役 副社長
石井 雄二 様
写真右
取締役 マネージャー
三浦 貴博 様

等身大のサンタさんがお出迎え

代表お二人による会社案内

商品説明とレンジフード・
ダクト火災の動画を視聴

商品展示場を見学。なお、無煙ロースターはガス・
排気ダクトが接続されているので、使用可能

ミストロン®
ダクト内に噴水を設置することで、排気
中の油分を90％以上をグリストラップで
回収、専用洗剤を用いて洗浄。さらに、
水冷により火災のリスクを低減。水滴
はもちろん、調理場に落ちません

広い屋上で記念撮影。時々バーベキューをされるそうです。

(株)サンタ様、誠にありがとうございました。
炉端会議

17時30分～ 上海小籠湯包
〒920-0348 石川県金沢市松村1-28

名前に違わず、小籠湯包が旨いお店

しょうこうはなほりしゅ

紹興花彫酒
餅米からのお酒
アルコール度数14％
かなりの甘口

