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◆会長挨拶（オープン例会） 

 8月 6日（土）に交換留学

生の埴岡君が帰国されまし

た。当日は地区青少年委員会

の北川さんも偶然同じ飛行

機で帰ってこられて会員と

ご家族 10 数名で一緒に迎え

ることができました。 
また、8 月 9 日には市長室へ帰国報告に伺い元気な姿を披

露することができまして、今後の市役所の交流事業への協

力依頼もありました。9 月の第 1 例会にはあらためて帰国

報告をしていただきます。 
ベルギーからの 2 人の留学生も来られています。１４日か

ら 1７日までは野澤会員宅、今日から２１日までは西川会

員宅にホームステイしています。お二人ともよろしくお願

いいたします。 
本日はオープン例会を企画いたしました。会員の皆様のお

声かけで７名の方々に参加していただいています。いろい

ろな方に白山石川クラブの例会の様子を見ていただき、ま

たロータリークラブの事を知っていただければと思います。 
最後に、来週は岡部ガバナーが来られます。大勢でお迎え

をお願いいたします。 

◆お客様の紹介 

RI2610地区直前パストガバナー    柳生 好春 様 
2015～2016派遣交換留学生     埴岡 勇太郎 君 
2015～2016派遣交換留学生ご両親 埴岡正稔・里織様 
2016学年度米山奨学生   チャガダールアイルン様 
ベルギー短期交換留学生Fanny Sme様Tiantian Xia様 
オープン例会ゲスト                 

木村俊夫様・小野 博史様・松田和仁様、奥谷謙一郎様・細

川みゆき様・川代勝彦様・山根純子様 

◆幹事報告（小路 昌弘 幹事） 
◎ 8/10 金沢ロータリークラブ・ベルギー留学生さよなら

パーティー二次会の件・日時 2016年 8月 20(土)21:00 
 場所：シダックス片町クラブ・会費一人 4.000円 
◎ 8/12 国際ロータリー第2610地区・2016-17年度ガバナ

ー事務所・第 2回地区社会奉仕委員会並びにクラブ社会

奉仕委員長会議・日時：2016年 9月 10日(土)講演：福

山達也氏・演題：危機管理 について・場所：石川県地場

産業振興センター 
◎ 8/12国際ロータリー第 2610地区・2016-17年度ガバナ

ー事務所・ジョンF・ジャームRI 会長からのメッセージ：

８月は「会員増強・新クラブ結成推進月間」 
◎ 8/17 野々市ロータリー事務局・白山・白山石川RC・野々

市ゴルフ同好会 3クラブ親睦コンペのご案内・日時 
 平成 28年 10月 5日(水)8：00スタート・場所：ツィン

フィールズ・ゴルードコース・参加費 5.000 円 

◆ベルギー短期交換留学生・バナー交換 

山内会長とバナー交換・Fanny Smet様Tiantian Xia様 

◎ホストファミリー紹介 
8/14(日)～8/17(水) 野澤

宅 
8/18(木)～8/21(日) 西川

宅 
 

野澤会員・西川会員ホス

トファミリーありがとう

ございました。また、よろしくお願い致します。 

◆埴岡勇太郎君・帰国報告 

皆様、ただいま。8月6日に日本に帰ってきました。この一

年は楽しい事だけじゃなく辛い事も沢山ありました。しか

し自分はロータリーの代表である意識を持つて一年間頑張

ったと思います。また、この一年は新しい文化・言語様々

なことを学びました。その経験を生かしてガンバッて行き



たいと思います。最後に本当にありがとうございました。 

◆講演「ロータリーの魅力」 

講師：2610地区直前パストガバナー柳生 好春 様 

 

皆様こんばんは、本日はこの様な席にお招きいただきあり

がとうございました。ガバナーも終って二ヶ月たちました

色々と考える事がありました。今日は、率直に皆様にお話

ししたいと思います。 

◆出席報告 (中島 育子 委員長) 

  

● 出席率：77.41％ 

● 出席者：21名 / 33名 

● 出席補填：3名 

● 出席免除者：0名 

● メーキャップ：1名 

米山記念奨学生研修会 小柳 善裕 

 

◆ニコニコボックスの発表 (池元 ことみ委員長) 

直前ガバナー柳生様。本日はあり

がとうございます。埴岡勇太郎君、

お帰りなさい。それではニコニコ

BOXの発表します。 
 
氏  名 メッセージ 

RI2610地区 
直前パスト 
ガバナー 
柳生 好春様    

(野々市RC） 

ニコニコBOXへ。 

山内 隆 会長 
 

本日はオープン例会になります。多数の方々

においで頂きました。ありがとうございます。

埴岡勇太郎君、お帰りなさい。 

小路昌弘幹事 
 

柳生パストガバナー、本日は卓話ありがとう

ございます。埴岡君お帰りなさい。ベルギー

留学生及びゲストの皆様、ようこそお越し下

さいました。ありがとうございます。 

福田 裕 柳生パストガバナー、訪問頂きありがとうご

ざいます。宜しくお願いします。  
埴岡君、一年間の留学ご苦労様でした。素晴

らしい経験を大切に生かしてください。 
山本 篤 今日はオープン例会です。沢山のゲストを迎

え楽しみです。パストガバナーの柳生様より

「ロータリーの魅力」について講演を頂きま

した。ありがとうございます。埴岡君、お帰

りなさい。元気な姿を見て安心しました。 

安田 晶一 本日はオープン例会で沢山のゲストに参加頂

きありがとうございます。そして、埴岡勇太

郎君、お帰りなさい。 

米光 利也 孫の勇太郎が無事帰国しました。ロータリー

クラブの皆様には大変お世話になりありがと

うございます。足かけ三年間、会長、幹事、

各委員長及び皆様に温かい励ましを頂きあり

がとうございます。 

塩野 正幸 埴岡勇太郎君、お帰りなさい。一年前の事を

思い出していました。大きくなりましたね！ 

よく頑張った！ 
永瀬 喜子 沢山のお客様で嬉しい限りです！柳生様,本

日は宜しくお願い致します！細川みゆきちゃ

ん、来て頂き本当にありがとうございます！ 

橋本 恵子 オープン例会に参加下さった皆様、ようこそ。

私も最初の頃の興味津々の思いを思い出しま

す。楽しく参加下さりありがとうございます。

又、皆様にお会いしたいです！ 
池元ことみ 柳生様、本日はありがとうございます。 

埴岡勇太郎君、お帰りなさい。笑顔が又一段

と輝きを増しましたよ!!ゲストの皆様、ようこ

そ。山根純子さん、参加ありがとうございま

す。楽しんで下さい!! 
浅野 昭利 本日、所用の為、欠席します。 

 
本日合計 23,500円  今年度累計 110,500円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



◆仲間が広がる楽しい「ロータリー情報懇談会」 

 会長挨拶 

白山石川ロ

ータリーク

ラブのオー

プン例会に

おいでいた

だきありが

とうござい

ます。 
先ほど例会

では海外か

らの方々が来られていましたが、白山石川ロータリークラ

ブは国際交流に大きな特色があります。 
創立以来１５年経ちますが、その間アメリカ・カナダ・オ

ーストラリアとの1年間の交換留学生の受入れ12名と派遣

8名を行っています。 
先ほど来ていた埴岡君は帰ってきたばかりですし、7 月初

めにはカナダからの留学生が帰国したばかりです。 
ロータリークラブとしての派遣ですので、皆さんのお子様

やご家族にも安心度の高い留学のチャンスができるかもし

れません。 
米山奨学生は国際交流や親善を深めて優秀な留学生を支援

して国際平和の創造と維持に貢献する人物になってほしい

という気持ちを込めて行っている支援事業になります。 

ベルギーへは大学生の短期留学生を数年ごとに互いに交換

しています。 

普段に近い形の例会を見ていただきました。ロータリーク

ラブの事をもっと知っていただきたいと思います。どんど

ん質問を浴びせかけて聞いてください。 

◆自己紹介（オープン例会ゲスト） 

① 木村 俊夫 様  木村会員紹介 
② 小野 博史  様   米光会員紹介 
③ 奥谷謙一郎 様   山本会員紹介 
④ 細川みゆき 様  永瀬会員紹介 
⑤ 松田 和仁  様   川下会員紹介 
⑥ 川代 勝彦 様  西川会員紹介 
⑦ 山根 純子 様  池元会員紹介 

 

 



 

 

 

◆閉会の挨拶（山本 篤・会員増強委員長） 

今回、始めてのオープン例会に講師としてお招き致しまし

た直前パストガバナー柳生好春様に熱く語っていただきま

した「ロータリーの魅力」を聞いてまた、私も原点に返っ

た気持ちになりました。私の好きな言葉に「継続は力なり」

という言葉が好きです。継続することとはやはり会社・事

業をもっていますから、長く続ける事が大事だと思います。 
長く続けるために、どのようにしたらと考えると色々と知

恵を出して行くと思います。 
ロータリーとは異業種の集まりだと解釈すればいいと思い

ます。でも、ロータリーは一般的な異業種ではなくやはり

ロータリーの理念・友情に基づいての交流なので、他の交

流と違うと思います。もう一つは、会社は社長の器以上に

ならないと聞きました。その器を大きくするにはどうすれ

ば良いかと言うと社会を見たり人との交流をしていく事が

大切だと思います。今日は、オープン例会にゲストが 7 名

来て頂きありがとうございました。また、次回に繋がるよ

うにしたいと思います。                     


