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例会

◇点 鐘
◇ソング
“奉仕の理想”
◇ゲストならびにビジターの紹介
ゲスト：米山記念奨学生 テムラック・ジュン 様
カウンセラー 松崎 充意 様（金沢ＲＣ）
◇会長挨拶ならびに報告
皆さんこんにちは。昨日、富山県知事選挙がありまし
た。新田さんに決まりましたね。明るい元気な富山県に
してほしいものだと思います。皆さんの予想は当たりま
したか？宮田さんは菊花賞も当たりましたか？
今日は、米山記念奨学生でイケメンのテムラック・ジ
ュンさん、カウンセラーの松崎様、お忙しいところ、よ
くお越しくださいました。今日は楽しいお話をいっぱい
聞かせてください。テムラックさん、イケメンという噂
でしたが、本当にイケメンで、びっくりしました。今日
はよろしくお願いいたします。
◇ニコニコ BOX 報告
松崎充意様（金沢 RC）
：米山記念奨学生のテムラック・
ジュン君のカウンセラーをしております、金沢
ロータリーの松崎です。本日はどうぞよろしく
お願い申し上げます。
野尻会長：富山県知事、新田さんに決まりましたネ。明
るい元気な富山県にしてほしいものです。今日は
テムラック・ジュンさん、
カウンセラー松崎さん、
お忙しいのに来ていただき有難うございます。
10/22 に北麗グリーン会ご苦労様でした。
勝山 功君：新田八朗さん、おめでとうございました。
宮崎外男君：昨日、山でスズメバチにさされました。2
回目ですが医者にも行かず、
クラブには来ました。
皆さん気をつけてください。
八塚昌俊君：米山奨学生、テムラック・ジュン君、カウ
ンセラー松崎充意さん、ご苦労様です。
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唐澤英夫君：10 月 22 日（木）の第 76 回北麗グリーン
会で、会長賞をいただきました！ありがとうござ
います。3 ついただいた賞で 1 番いい賞でした。
中村勝治君：先週の例会、宮崎さんご苦労様でした。先
日の北麗グリーン会の皆様、ありがとうございま
した。
藤井 均君：①米山奨学生テムラック・ジュン君、カウ
ンセラー松崎さん、ようこそお越しいただきまし
た。よろしくお願いします。
②先日、前田さんにご迷惑をお掛けし、申し訳あ
りませんでした。
上田正宙君：先日のキノコ例会大変おいしかったです。
宮崎さんありがとうございました。
先日のゴルフ大会は、メンバーとコースに恵まれ
て、
自己最高記録で初めてバーディも取りました。
スコアカードを額縁にいれました。最近、お祓い
の棒を下に振りそうになります。
島 幸美君：先週はグリーン会で水原さんお世話ありが
とうございました。そして優勝おめでとうござい
ました。わたしはベスグロいただきましてありが
とうございました。もっと練習し、常に 90 切り
を目指します。早速打ち方変えました。
海下 巧君：ゴルフ入賞したが・・・・100 切りならず
前田 央君：北麗グリーン会に初参加しました。メンバ
ーと天候に恵まれ、楽しくプレー出来ました。で
もスコアは・・・。水原先生おめでとうございま
した。
水原延幸君：22 日（木）の第 76 回北麗グリーン会に参
加された皆様、お疲れ様でした。皆様の予想に反
して優勝という結果となり、自分自身びっくりし
ました。出来れば、2 ケタのスコアで優勝できる
様がんばりますので、今後ともよろしくお願いし
ます。
【今年度ニコ BOX 累計額 201,000 円】

大会に出ました。その時僕は TOP9 でした。ただ、参加
者は 9 名でしたが。
17 歳から僕は日本に来て、日本航空高校石川に入学し
ました。高校 3 年まで一緒に過ごし仲良くなっていた留
学生と最後の思い出に何かしたいと思いました。なぜな
皆さんこんにちは。パソコンから
ら、留学生は卒業後みんなばらばらになるからです。そ
Zoom で参加の皆様もこんにちは。
の時、27 時間テレビのスーパーダンク選手権というもの
テムラック・ジュンと申します。
があり、そこに応募しました。予選を通過し、朝 6 時の
僕は、テンプルやムエタイで有名な
生放送に向け、東京へ向かい全国大会に出場したのです
タイと、シドニーのオペラハウスや
が、また 9 位でした。
カンガルーが有名なオーストラリアのハーフです。石川
僕は、タイ語、英語、日本語と 3 つの言葉を話せるよ
県で生まれました。石川県は親指に似ていませんか？僕 うになりました。
2017 年 4 月に金沢学院大学に入学し、
が生まれたところは、第一中手骨あたりです。つまりは バイトやマジックをしながら過ごしていました。バイト
野々市市生まれです。お父さんは、テムラック・チャオ 先はホテル日航金沢のベルボーイでした。金沢ロータリ
といいます。タイ人です。金沢星稜大学卒業です。1990
ーの松崎充意さんに色々に紹介してもらいました。大学
年代半ばに在学中でした。ロータリアンです。お父さん に入学する前からとお世話になっているので、日本のお
は勉強しながら、北國新聞を配達しておりました。金沢 父さんみたいです。ありがとうございます。ホテル日航
大学経済学部修士課程に進みました。お母さんは、オー 金沢でハロウィンパーティーがあるのですが、僕はマジ
ストラリア人で、ジャクリーン・ヒルトンといいます。 ックをさせて頂きました。イベントがあれば呼んでくだ
ホテルのヒルトンとはまた別です。美川町の国際交流員 さい。4 年生になったとき、米山記念奨学生になり、バ
として来日しました。ジャイカのイベントで通訳をして イトをしなくてよくなりました。大学では芸術学部で影
いたとき、
同じく通訳をしていた僕のお父さんと出会い、 像専攻をしているのですが、その時間がたっぷり取れる
バンコクで結婚しました。母が教えてくれた妊娠中のエ ようになりましたので、いい作品やショートフィルムを
ピソードがあるのですが、
ハワイでイルカと泳いだとき、 作っています。
お腹の周りにイルカが寄ってきて、まるでお腹に話しか
来年の 3 月に卒業するので、タイと日本を映像を繋ぐ
けているようだったそうです。イルカと僕は特別な繋が ような職に就きたいと思っています。また、ロータリー
っているような感じがあり、僕の一番好きな動物はイル で色々と紹介していただいてありがとうございます。
カです。さて、イルカに応援してもらった母は石川に戻
今回は米山記念奨学生になって本当に感謝しておりま
り、英語が通じる野々市病院で出産しました。生まれて す。お父さんも金沢で勉強していたときに米山記念奨学
しばらくは美川町にいましたが、程なくオーストラリア 生でした。今は、ロータリアンで、地元のロータリーク
に引越ししました。14 歳までオーストラリアにいました。 ラブの会長も務めました。
言語環境ですが、少しずつ英語を教えていただいて話す
チャンスを下さった皆様、本当にありがとうございま
ことが出来ます。
お母さんと話すときは英語で話します。 した。変な日本語でしたが、聞いていただいてありがと
お父さんと話すときはタイ語で話します。しかし、親同 うございます。今年は残り少ないのですが、また皆様に
士が話しているときは日本語で話しています。
なぜなら、 色々とご相談等するかもしれません。よろしくお願いし
お母さんはタイ語は話せず、お父さんは英語が話せませ ます。ご清聴ありがとうございました。
ん。加えてオーストラリア英語はアメリカ英語とはまた
ニュアンスが違います。
方言のようなものです。
なので、 ◇幹事報告
僕は両親が話していることが、
全く分かりませんでした。 １） 来週 11 月 2 日（月）は、例会取消となります。
僕が良かったことは、
英語とタイ語が話せることです。
例会はありません。次回例会は、11 月 9 日（月）
親のように日本語を話せるようになりたいのですが、日
通常例会、卓話「ロータリー財団月間にちなんで」
本に来るまで全く勉強していませんでした。日本に来る
となります。
前はお父さんと暮らしたくてタイに行きました。タイは ２） 配布：①11 月 16 日（月）植樹例会のご案内
中学の 3 年間ほど過ごし、15 歳からマジックを始め、マ ３） 回覧：①会報 NO.13、14
ジシャンになりました。僕はタイで一番有名なマジシャ
ンのマジック学校に行きました。バンコクにあります。 ◇出席報告
出席者 24 名 メイクアップ済 0 名
最初のマジッククラスは 30 分ほどの授業だったので
10/12 例会
名誉会員
会員数
本日の出席率
すが、突然、師匠が実際に立っているステージで初めて
修正出席率
のステージを経験しました。お父さんが僕のためにビデ
1名
36 名
82.76 ％
89.29 ％
オを取ろうとしたのですが、緊張しすぎて録画ボタンを
※内、Zoom での参加は 2 名でした。
押すのを忘れました。数ヵ月後、タイのマジシャン全国
◇本日のプログラム（担当：米山記念奨学会）
卓話
米山記念奨学生
テムラック・ジュン 様

