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１．真実かどうか 　２．みんなに公平か　３. 好意と友情を深めるか  ４. みんなのためになるかどうか
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言行はこれに照らしてから
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★ニコニコボックス　　　12／７　谷村賢治委員長

古瀬君　今日は55周年記念事業です。皆様方のご協力宜
       しくお願いします。
石﨑和君　55周年記念事業よろしくお願いします。
荒井君　片山浩一委員長頑張って、応援してますよ。本
　　　日はお疲れ様。
高野君　いよいよ、55周年記念事業の日となりました。
　　　みなさまのご協力ありがとうございました。
川合君　55周年おめでとうございます。
木勢君　インターアクトの存続を喜んでいます。
木村君　師走とは忙しいですねェ～。天気も荒々しくこ
　　　ろころと変化します。サッカー観戦で寝不足です。
　　　日本残念でした。
松本君　卒業後33年ぶりの登校です。
上坂君　55周年おめでとうございます。福野高校へ行け
　　　ず申し訳ありません。
本田君　片山さんの卓話よろしくお願いします。福野高
　　　校へ行けなくて残念です。
谷村賢君　めっきり寒くなってきました。雪はもうちょ
　　　っと降らないで欲しいです。

次回の予定　　　12月20日(火)　第2642回例会
例会変更　X’mas家族会　18:30 TONAM翔凛館
　　　　　　担当　吉田実親睦活動委員長

1１月22日(修正)
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　（出31）

12月７日出席率

  ４５
（免除2)

会員数

出席報告　　　　　　　　松本敏博委員長

 第2640回例会 令和４年12月７日(水) 曇 14℃ 

点　鐘　12 : 00  　古瀬喜八郎会長

司　会　　　　  　谷村修基SAA

国歌「君が代」ソング「四つのテスト」

本日のプログラム　12月13日(火)　第2641回例会

《年次総会》後　卓 話

　　　　　　　　　　　 担 当　 松本敏博会員　　　

会長の時間　　　　古瀬喜八郎会長

お疲れ様です。今月は疾病予防と治療月間です。コロナ、イン

フルエンザなどにも引き続き注意しましょう。サッカーワール

ドカップでは、ドイツ、スペインを破って、予選リーグをトッ

プで突破し、８強入りをかけたクロアチアとＰＫ戦の末敗れる

という、残念な結果でしたが、素晴らしいチームと世界中から

評価されました。

　今日は、この後、55周年記念事業「IACと米山奨学生の交

流会」を福野高校にて行います。福野高校からは国際科の１、

２年生の皆さんが参加してくれます。皆さんも都合をつけて是

非出席の方よろしくお願いいたします。　　

　・咀嚼(そしゃく)

　子供の頃、「良く噛んで食べましょう」と教わったことはあ

りませんか。よく噛んで食べるという意味で使われる言葉に、

「咀嚼」があります。

　咀嚼によって胃で行う消化をスムーズにして、栄養を効果的

に取ることができます。食べ物の咀嚼とは別の意味で、「咀嚼

する」と表現することもあります。「文章や言葉の意味をよく

考えて味わうこと」という意味で用いられる場合があります

が、現代の情報社会を生きる私たちは、「咀嚼する」というこ

とを今一度考える必要があるのではないでしょうか。

　口伝てや紙媒体で伝えられてきた情報が、現在では、テレビ

に加えてインターネットでも発信されるようになり、私たちに

伝えられます。

　情報が多くなったことによるメリットの半面、情報の咀嚼が

疎かになってはいないでしょうか。私たちが生活していく上

で、食事をよく嚙んで食べることと同じく、情報の咀嚼も大切

なのではないでしょうか。

　食事と同様に、文章や言葉も、その意味をじっくりと味わい

たいものです。

　今日の心がけ◆情報を咀嚼する時間を持ちましょう
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理事会・幹事報告　　　         石﨑和三幹事

①下半期例会変更承認の件

　・1/10 (火)　新年懇親会 (みや川)の会費　6000円

　・2/20 (水)   3クラブ合同例会 (ﾎｽﾄ砺波RC) 7000円

　・3/14 (火)　夜間例会２回目 (みや川)

　・4/11 (火)　観桜会

　・5/16 (火)　早朝例会(桜ケ池)

　・6/ ６ (火)   ゴルフ例会 (ゴールドウイン)

　・6/10 (土)   創立55周年記念例会 (JA中央会館)

②大西正芳会員の退会承認の件

幹事報告　　　         石﨑和三幹事

①2025－26年度ガバナー候補者に小松東RCの小山英一君を指名す

　ることに地区ガバナー指名委員会が全員一致で指名することに決定

　しましたと告知があり、12/15迄に特別な異議がなければ、地区ガ

　バナーノミニー・デジグネートとして宣言する旨案内がありました。

② 「友」事務所より、コロナ対策として、時差出勤、在宅勤務併用

　で運営に当る為、問い合わせ等は極力メール、ＦＡＸを利用下さい

③「2022年手続要覧」が発行案内。My ROTARYからダウンロード

　できます。

③小矢部中RC例会変更。12/22日 (木)、1/6  (木)、1/26  (木)。高野55周年委員長
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◆会報委員会 (長) 水口秀治 (副) 山田清志(委員) 谷口和尋、山田喜代美、森悦夫、西村 孝、野村守、大西正芳、古軸裕一、牧 千収、武田慎一、井沢正生、森雄一
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クラブ協議会

☆ニコニコボックス☆ニコニコボックス

「福野高IAC」と「米山奨学生」の交流会55周年記念事業55周年記念事業55周年記念事業

●米山奨学生交流会スケジュール

           会場準備 高野・片山-久恵1山田
           通常例会 ロータリアンは食事後、早々に移動
           準備完了 各人スタンバイ
●13：10　開会：今村照美 南砺福野高等学校国際科長　 
　＊司会： 西川忠行 南砺福野高等学校教頭
 　サブ：片山浩一 南砺RCIA委員長
＊開会の挨拶 古瀬喜八郎 南砺RC会長
＊学校長挨拶 辻本　努 南砺福野高等学校校長
＊米山奨学生プレゼン発表　袈 子卿さん（中国出身）
＊米山奨学生プレゼン発表　SUBBA SONIさん（ネパール出身 ）
　休　憩 
＊フリートーク　p1 2グループに分けて
＊フリートーク　p2 メンバーチェンジ
＊講評：嶋田 登 第2610地区米山記念奨学会委員長
●15：00頃　閉会の挨拶：高野 実 南砺RC55周年実行委員長

米山奨学生プロフイール
　　　　スツバ　・　ソニ

氏名：SUBBA　SONI　27歳
国籍：ネパール（カトマンズ出身）
現在在籍校：富山国際大学現代社会学部観光専攻４年生  (世話クラブ魚津RC) 
1998年4月入学　LORD'SLIGHTACADEMY
2012年3月卒業
2012年4月入学　LUMBINIACADEMY
2014年3月卒業
2017年4月　　　富山国際学院
2019年3月
2019年4月入学　富山国際大学
2023年3月卒業予定
-

於：南砺福野高等学校「東雲ホール」

 (洛陽 13 王朝の古都)

南砺福野高等学校「東雲ホール」

米山奨学生プロフイール
　　　　力・シキョウ

氏名：　賈　子卿　　22歳
国籍：中国　(河南省・鄭州市出身)
現在在籍校：富山国際大学現代社会
学部観光専攻４年生　 (世話クラブ氷見中央 RC) 
2014年9月鄭州市第九中学入学
2017年6月卒業
2017年9月信陽師範学院外国語学部日本語専攻
2019年4月より1年間富山国際大学の交換留学生
2021年4月富山国際大学3年に編入
2023年3月卒業予定

国際交流に大きな関心
があり、将来は母国と
日本との交流の懸け橋
になりたいと考えてい
る。
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故郷の偉人

「孔子」


