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ＷＥＥＫＬＹ ＲＥＰＯＲＴ 
国際ロータリー第２６１０地区 

白山石川ロータリークラブ 

【2015年２月４日（木）№６７９号】 

今日の花：さくら草（赤） 

花ことば・顧みられない美 

       

 国歌ならびにロータリーソング「奉仕の理想」斉唱にて第679

回例会が開始された。 

◆ 山本 篤会長：お客様の紹介 

・石川第一分区Bガバナー補佐 辻 卓（つじ たかし）様 

  （金沢西ロータリークラブ） 

・金城短期大学部助教 下口 治美（しもぐち はるみ）様 

 ：受入交換留学生の紹介 

  2015～2016受入交換留学生（カナダ） 

    ダニエル・マティウス君 

   山本会長挨拶 

 辻様と例会前に懇談させて頂

きました。「100里の道も99里は

道半ばと思え」と言われました。

残された後期も、しっかりネジを

巻いて行かなくてはならないと

思いました。 

 また、金城短期大学の下口さ

んを本日の卓話という事でお

招きしています。私たちの社会

奉仕事業の中で、「世界に羽ば

たく青少年を育てよう」では、

大変お世話になりました。先生自身も海外留学の経験がおあり

と言うことで、いつか卓話をと思っていたのですが、3月に大学

をやめられるとのお話で、急遽卓話を設定させて頂きました。 

 辻 卓様のご挨拶 

 今日は、この場ではお話はしないことにしておりました。会

長さん、幹事さんと懇談できたことで十分と思います。 

会の運営も順調ですし、昨年は地区大会もお陰でうまくいきま

した。下期もあと 5 ヶ月ですが、気を緩めることもなく目標達

成の努力をしないといけないと思います。本日は、楽しい食事

が出来ることを感謝致します。 

 受入交換留学生へお小遣い贈呈 

 1 月の上旬に東京に行きました。新幹線

に乗ってスカイツリーや浅草に行きまし

た。非常に楽しかったです。 

 1月19日に松任高校の音楽祭がありまし

た。私は太鼓を演奏しました。 

 お小遣い、有り難うございます。 

 

上期中間会計報告（米光 利也職権理事） 

 詳細については、資料をご覧ください。 

『ロータリーの友』紹介（福田 広報・雑誌委員長） 

 1 つだけお伝えします。2 月号、横書きの 19 ページをご覧く

ださい。  

 第2770地区で初！「ロータリーフェスタ2015」開催という報

告があります。10 月 25 日、JR 浦和駅東口駅前の市民広場でこ

の催しが開かれたそうです。地区として初めての、全国的にも

画期的なイベントとなりました。ガバナーの挨拶では「ロータ

リークラブをもっと広く知ってほしい。理解してほしい。」との

趣旨を伝え、当地グルメ、物産コート等の店が並び、舞台では

太鼓や踊りが披露され、さらにカクテルコンテストや交換留学

生の踊り、フラメンコダンス、ギター、ジャズ、コーラス、バ

イオリン演奏など盛りだくさんでした。地区の人たちとの有意

義な交流の場になりました。こんな催しも有意義ですね。 

 委員会報告（西田 良治社会奉仕委員長） 

 明後日の 2 月 6 日、クラブ行事である「世界に通用する青少

年を育てる」・・・英語であそぼ！・・・が行われます。開催当

日の担当者や時間割について、もう一度ご確認ください。当日

よろしくお願いいたします。 

 幹事報告（西川 隆司幹事） 

◎2/1 ガバナー事務所より、ロータリー修学旅行の案内が届い

ています。期 間 :2016年3月26日（土）～3月29日（火） 

訪問先 :広島、姫路、大阪。 引率者 :地区青少年交換委員永

瀬 喜子委員です。 

◎2/1 ガバナー事務局より、【富山南RC】事務所移転のご連絡 が

届来ました。 

◎2/2 ガバナー事務局より、R財団地区補助金（DG）報告書提出

のご連絡が届きました。報告書につきましては、プロジェクト

終了後 1 ヶ月以内に速やかにご提出いただくことになっており

ます。お忙しいとは存じますが、何卒ご協力のほどよろしくお

願いいたします。 

◎追加事項として、「書き損じハガキキャンペーン」は2/12（金）

で締切らさせていただきます。もし、書き損じハガキがござい

ましたら 2/12（金）までに事務局までお願い致します。 

● プログラム 卓話    

講師 金城短期大学部助教 下口 治美様 

演題 『誰にもできるバックパック旅行』 

「バックパック旅行」って何？ 私は2000人ほどの学生のいる

学校に勤めています。そこの金城短期大学部のビジネス実務学

科、ホテル観光コースにおります。 

 私は、加賀市の大聖寺生まれです。静かな落ち着いた場所で

すが、言い換えればつまらない場所とも言えます。地元の高校

に通いましたが、1年生の終わりぐらいから「何か面白いことな



いかなー」という気持ちがつのって

来ました。「留学はどうかなー？」

と思って先生に相談したら、一括さ

れてしまいました。20年前の事です。

「少しでも良い大学へ入れ。」とい

うのが返事でした。そこで市役所に行って見ました。良い出会

いがあって、高校 2 年生の時にカナダのナイアガラの滝の近く

に留学しました。そこでビックリしたのは、地図が日本のもの

と違っていました。日本が真ん中になかったのです。沢山の人

種の人たちとの多くの出会いがあり、本当に衝撃でした。「私は

知らなすぎる」というのが結論でした。いろいろな所に行きた

いという気持ちが高まりました。そんな時に「バックパック旅

行」に出会いました。リュックを背負って、低予算で世界を歩

き回る。予定が決まっていない旅行とも言えます。日本への帰

り方もいろいろ変えられます。「バンクーバーから一路日本へ」

という馴染みの経路から、ヨーロッパから陸路フランス、ドイ

ツ、そしてクアラルンプールから日本へと遠回りでたどり着き

ました。世界を見ながら一路日本への経路よりも 3 万円安く出

来ました、その後はいろいろ歩き回り現在65カ国を制覇しまし

た。 

 宿の予算もいろいろです。低予算で世界を回る「バックパッ

ク旅行」は、誰でも利用できる旅行方法です。私の父が、北海

道のゲストハウスに泊まらざるをえなくなって体験しましたが

「なかなか良かった」という感想でした。 

67才の母は、カタール空港のチケット（すべて込みで39800円）

で、カタールからイギリス（ロンドン）、そして陸路フランス、

スイス、イタリアというルートで 2 週間を過ごして来ました。

フランスでは自転車で街を見て歩いたそうです。その後は、地

元の九谷焼や山中塗りを持って毎年、海外で個展をしています。      

 観光は、平和の土地で出来ることです。関わるところが増え

ることは、自分も好意を持ちます。土地や国の光をみること、

見せることは世界の平和に繫がっているのではないでしょうか。 

誕生日祝の発表（小路 昌弘親睦委員長） 

織部 資子、野澤 誠治、安田 晶一 

山本 篤、西川 隆司、茶谷 捷治 

出席報告（米光 利也出席副委員長） 

 出席率    70.59% 

 会員総数   37名 

 出席総数   23名 

 出席免除者  1名 

 出席補填   1名 

◆ ニコニコボックス発表   

       織部 資子 委員会委員長  

氏  名 メッセージ 

石川第一分区Ｂガバナー補

佐辻 卓様 

（金沢西ＲＣ） 

本日は“下期”の目標・予定につき会

長・幹事様と打合せをさせて頂きまし

た。ありがとうございます。 

山本  篤 会長 
 

本日は辻ガバナー補佐、ご指導ありが

とうございました。 

金城短期大学部 下口先生、社会奉仕

事業では大変お世話になりました。そ

して、今日は卓話ありがとうございま

した。 

西川 隆司 幹事 辻ガバナー補佐、今日はありがとうご

ざいます。 
下口治美先生、ようこそおいでくださ

いました。これまでＲＣの事業に御協

力下さいましてありがとうございま

す。 

福田  裕 辻ガバナー補佐、ご訪問ありがとうご

ざいます。 

永瀬 喜子 下口先生とはずっと繋がっていたか

ったです…残念です。下口先生なら何

処へいらっしゃっても素敵に輝いて

下さるものと思います。お身体だけは

お大事になさってください。 

安田 晶一 辻ガバナー補佐、本日はありがとうご

ざいます。 

金城短期大学部 下口治美様、ようこ

そ。本日はよろしくお願いします。 

誕生日祝ありがとうございます。 

米光 利也 下口先生には大変お世話になりまし

た。これからは世界で羽ばたいて下さ

い。また白山石川ロータリークラブ遊

びに来てください。お身体には充分気

をつけて頑張って下さい。 

山内  隆 辻ガバナー補佐、お忙しい中ありがと

うございます。 

ダニエルとも顔合わせをする機会を

つくっていただきました。福田さんあ

りがとうございます。二月末には我が

家の四男坊になります。 

小路 昌弘 ガバナー補佐 辻様、下口治美様、本

日はようこそお越し下さいました。 

茶谷 捷治 誕生日お祝いありがとうございます。

先週、志賀高原に行って来ました。ま

だ、大丈夫みたいですので、もうしば

らく付き合ってください。 

織部 資子 お誕生日祝ありがとうございます。最

近は、さて何回目？と考えてしまいま

す。 

五十嵐 隆介 先週、札幌でジンギスカン鍋を10年

ぶりに食べました。昔を思い出しまし

た。 

小柳 善裕 遅刻ですが、何とか終了に間に合いま

した。 

浅野 昭利 本日は都合で欠席です。 

 

本日合計 23,500円  今年度累計 561,100円 
 


