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◆お客様の紹介 

石川第一分区Ｂガバナー補佐  西川 裕一（にしの ゆういち）様（金沢みなとロータリークラブ） 

白山ロータリークラブ会長   田中 和子（たなか かずこ ）様 

2017～2018 学年度米山記念奨学生    尕 藏（ガザン）さん 

2017～2018  受入交換留学生     エマ・ソーラさん 

◆会長挨拶 

皆さんこんばんは。先日行われた新入会員オリエンテーションでの、中川昭栄パスト会長の話をさせていただきます。 

「例会へ出席するときは、何か一つでも目標をもって出席するとよいのではないかと思います。ロータリアンは例会に参加して、いろいろな出

会いや役に立つ情報を取り入れ、自己の品格を高め見識を広げ、職業奉仕や社会貢献につなげることが大切です。しかし、そうした他人の考え

や行動を模範とすることもよいが、要は自分自身が積極的に行動して、ロータリアンとしての楽しみを生み出すことが一番大事だと思います。」 

この話を聞いて、再認識いたしました。 

大村先生講演会、英語であそぼ、カナダでの交換留学生との交流、今年度まだ多くの事業が残っています。会員皆様のご協力お願いいたします。 

◆石川第一分区Ｂガバナー補佐 西野 裕一様よりご挨拶 

皆さんこんばんは。ガバナー補佐を拝命しております金沢みなとローターリークラブの西野と申します。お役目で 

受けた時に４回クラブを訪問しなさいという事で今日は３回目であります。あと残すところ１回あるんですが、 

あと１回は最終月に来ようかなと思っております。 

その前にこちらのクラブの状況の事をちゃんとご報告がきておりまして、まず時のガバナーがいうのは人を減らさないでくださいというのが 

まず一つです。「メンバーをとにかく確保しよう」という事と、「あとは財団のお金を極力集めてください」というような事での我々にお達し 

がありまして、まず一つの事で言うならば、人数は初め３５名いたのが現状は３７名、特に今年は女性の会員数を増やそうという事であれば 

女性は当初の予定はなかったんですが、女性の方が 1人入られたと、ある意味大変嬉しい報告がガバナーの方にはさせていただけそうです。 

ただ最終的には、当初は３８名とおっしゃっていたので、ぜひもうあと１人のロータリーアンを入れていただければ多分ガバナーは大変、 

大満足という形になるんではないかなあと私はそのように思っております。あとはロータリー財団の寄付ですね。１つの目標としての数字は 

若干１人 20～30ドル足りないんですが、ただ米山の方の寄付が大変多く頂いております。まあその辺りから言えばそれ以上の事も言えないの 

かなあという事で金銭的な問題であるなら大変「○」という事で私は安心しております。ぜひ願わくばもうあと１人のロータリーアンの加入 

をお願いしたいという事をガバナーに代わりましてお願いして私の挨拶とさせて頂きます。よろしくお願い致します。 

◆白山ロータリークラブ会長 田中 和子様よりご挨拶 

皆さんこんばんは。春爛漫の４月、そして大村先生の公演の４月に入りました。今日は最後に皆様と一緒に共有を 

図っていきたいなあと思いましてメーキャップに参りました。この講演会の中ではポリオ撲滅の寄付をたくさんできる 

ような企画も設けてあります。間近にせまって参りましたので、１人でも多くの友人、又は知人の方にチケットをお配りいただいて、フォルテ

の会場が賑やかな会になります事を思っておりますので、３クラブが仲良く手を取ってこの事業を進めて参りたいというふうに思っております。

どうぞよろしくお願い致します。 

◆米山記念奨学生へ奨学金贈呈と米山奨学生からご挨拶 

 こんばんは。３月は私は２つ論文を作成して、一つはチベット研究会という雑誌なんですけれども 

そこに出してそれを採択していただきました。５月に出てきます。もう一つは4/3カナダ大学に投稿して 

現在審査中です。４月から新しい学期が始まりましたが２年目になりましたので２年目の目標を少し 

話させて頂きます。大きく分けて目標が２つあります。一つは９月終わり～１０月初め頃までに博論を 

出さないといけないので締め切りに間に合うように頑張りたいと思っております。二つ目はこの奨学期間中 

が終わるまでに就職することが出来ればと思っております。最後に必ず成果を出したいと思っております。 

よろしくお願い致します。 
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◆受入交換留学生へお小遣い贈呈 

お小遣い、ありがとうございました。先週は修学旅行でした。広島と大阪に行きました。ＵＳＪや広島平和記念資料館や 

大阪城に行って桜を見ました。日本の歴史、戦争や核爆弾について日本の視点から学びました。おもしろくて楽しかった。 

この機会をもらった事を感謝しています。ありがとうございます。 

◆伝達式 

 （公財）ロータリー米山記念奨学会からの委嘱状、感謝状  山内 隆君、山本 篤君 

◆「ロータリーの友」紹介（中西 良彦委員長） 

 ポリオ撲滅は、普段、我々と余り関係の無いところで行われているように感じますが、「ポリオ撲滅で私たちにもこんなにいいことが」（11頁）

には、「日本国内で 2017年に生まれた子供の数は、約 94万人。この子供達に不活化ポリオワクチンを含む４種混合ワクチンを４回接種します。

１回分のワクチンで、不活化ポリオワクチンだけの代金が約 5,000円ですから、一人につき約 2万円、つまり、日本全体では訳 188億円余りの

お金が必要です。ポリオが撲滅されると、毎年これだけのお金が浮きます。日本の経済も助かるのです。」と書かれています。まさに目から鱗の

指摘です。 

 特集「メークアップのすすめ」（12頁）には、東京 RC、大阪 RCにおけるメークアップ受入体制、さらに、海外の RCでメークアップをした体

験記が掲載されています。東京 RCでは、例会平均で国内から 12人、海外から 1人のビジターやゲストがあるということです。海外からのビジ

ター等にはイヤホンによる同時通訳を行うなど伝統と規模に圧倒される記事です。 

 ガバナーのロータリー・モメント（18頁）では、下口幸雄 2610地区ガバナー記事を寄せています。 

「ダウン症の娘と共に生きて」（縦書き4頁）は、ダウン症で書家のお嬢さんの成長と御自身の人生をお母様が振り返っておられます。なぜ、ダウ

ン症のお嬢さんが人の心を打つ書を書くようになったのか。純度の高い魂、心の優しさ、生き方は病気を乗り越え感動を生むというお話しが綴ら

れています。読みすすむと熱いものがこみ上げてくるお話しです。一読されることを強くお勧めします。 

◆幹事報告（川下 英和幹事） 

◎3/23  ガバナー事務所    ：トロント国際大会の信任状についてのご案内が届く 

◎3/26  白山ロータリークラブ ：第7回大村智先生講演会実行委員会開催のご案内 が届く 

        日時：平成30年4月2日(月) 午後4時 

        場所：白山ロータリークラブ事務局 

◎3/27  ガバナー事務所    ：国際ロータリー日本事務局経理室から2018年4月のレートのお知らせが届く 

        1ドル＝104円 (参考)3月レート：108円 

◎3/29  白山ロータリークラブ ：3クラブ次期会長・幹事会のご案内が届く 

           日時：平成30年4月16日(月) 午後6時30分 

           場所：グランドホテル白山 １階「あんと」 

◎4/2    ガバナー事務所    ：４月「母子の健康月間」の月間リソースのご案内が届く 

◎4/5   ガバナー事務所     ：2018-19年度のための「地区研修・協議会」におけるポリオ撲滅寄付のお願いのご案内が届く 

◎4/5   白山ロータリークラブ  ：第8回大村智先生講演会実行委員会のご案内が届く 

         日時：平成30年4月11日(水) 午後4時 

         場所：白山ロータリークラブ事務局く 

◆委員会報告 

●野澤 誠治 奉仕プロジェクト委員長 

 皆様、お疲れ様です。本年度2/10に予定をしておりました「英語であそぼ」の事業が、大雪、ならびにインフルエンザの大流行のため 

 中止となりましたが、次期の日程が決まりましたのでここでご報告させて頂きます。5/19（土）に「英語であそぼ」を会場は金城大学 

 をお借りしてやらせていただきます。今回は例会扱いにはなりませんが、出来るだけ沢山のロータリーアンの皆様にお力添えをいただ 

 ければと思いますので、一つ時間を空けていただいてご協力のほどよろしくお願い致します。 

●西川 隆司 会員 

 皆さん、こんばんは。エマの件ですけれども、3/10に野澤家から私どもの所へ来ました。そして4/3に私の所から高松さんの所へ移りま 

 した。その後、6/3から帰国までまた私の所で預かるという事になっております。ご報告が遅れて申し訳ありませんでした。 

◆プログラム 会員卓話 

講師  福田 裕 君 

演題  「白山石川ロータリークラブについて」 

 ※詳しくは当クラブホームページ活動記録でご視聴ください。 

◆結婚記念祝と誕生日祝の発表（小路 昌弘 副委員長） 

誕生日祝   ◎竹田 佳一会員  ◎木村 俊夫会員  ◎中川 昭栄会員 

結婚記念祝  ◎山内 隆 会員  ◎松田 和仁会員  ◎小柳 善裕会員  ◎辻 幸雄会員 

       ◎浅野 昭利会員  ◎中嶋 満 会員 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

       



 

◆出席報告 (木村 俊夫 委員長) 

●出席率：88.57 ％    ●出席者：19 名 / 37 名 

●出席補填：0名       ●出席免除：5名 

●メーキャップ：24名 

 3/26：石川第一分区B次期会長幹事連絡会   永瀬 喜子，西川 隆司，池元 ことみ 

 3/30：次年度顔合わせ会           西川 隆司，武藤 一彦，塩野 正幸，安田 晶一，小柳 善裕，野澤 誠治， 

                       松田 和仁，林  哲也，山内  隆，小路 昌弘，木村 俊夫，池元 ことみ， 

                       織部 資子 

 4/ 2：炉辺会合第5班            林  哲也，加藤  功，小柳 善裕，安田 晶一，五十嵐 隆介，小路 昌弘， 

                       藤本 和久，福永 哲夫 

 

◆ニコニコボックスの発表 (茶谷 捷治委員長) 

本日合計 29,000円    今年度累計 587,000円 

氏  名 メッセージ 

石川第一分区 Bガバナー補佐           

(金沢みなと RC) 

西野 裕一様 

春爛漫、桜の季節にガバナー補佐の訪問に参りました。宜しくお願い致します。 

白山ロータリークラブ           

会長 田中 和子様 

いよいよ大村先生の講演会の 4月になりました。3クラブ仲良くやっていきましょう。宜しくお願い致しま

す。 

多田 茂 会長 西野ガバナー補佐、田中会長、ご来訪ありがとうございました。 

福田会員、今日は当クラブのながれを再確認致しました。ありがとうございました。 

川下 英和 幹事 西野ガバナー補佐、田中会長、本日はお越しいただきありがとうございます。 

福田さん、卓話ありがとうございます。 

今井 欣也 ガバナー補佐 西野様、白山 RC会長 田中様、ようこそ！出席ありがとうございます。 

永瀬 喜子 西野ガバナー補佐、田中会長、本日はようこそ！ 

福田さん、卓話ありがとうございました。温故知新…その思いでいたいものです。 

池元 ことみ 石川第一分区 Bガバナー補佐 西野裕一様、白山ロータリークラブ会長 田中和子様、本日はようこそ‼ 

福田さん、卓話ありがとうございました。 

エマが 3日に髙松邸に引越して来ました。近所なので顔を出したら桜の所を散歩したいと言ったので、二人

で八束穂に花見に行ってきました。 

小柳 善裕 結婚記念祝いありがとうございます。お陰様で 28回目、30回まで持つでしょうか。 

中嶋 満 福田さん、卓話ありがとうございます。結婚記念祝いありがとうございます。 

松田 和仁 結婚記念祝いありがとうございました。 

山内 隆 結婚記念祝いありがとうございます。今月より、二男と三男が社会人となり、手を離れました。 

中川 昭栄 誕生日祝いありがとうございます。 

竹田 佳一 毎年、誕生日祝いありがとうございます。 

木村 俊夫 誕生日祝いありがとうございます。 

野澤 誠治 大谷翔平、第 2号ホームランおめでとう。 

安田 晶一 早退します。 

 

 

 


