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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を

金沢百万石

１２月のロータリーレートは, １ドル＝ 78 円

ガバナーからの手紙 炭谷 亮一

[ ニューヨークにて ]

今年 8 月末に地区大会の講師を依頼していた土肥先生との打合せを兼ねて、全
米オープンテニスの観戦の為 4 日間ニューヨークに滞在しました。

クイーンズにあるテニスの会場に向かう途中のグランドセントラルから、男女 3
人の中国人の留学生とおぼしき若者が乗車して来て、私にこの電車でテニスの会
場に行けるかと尋ねてきた。「ＯＫだ、私も行く途中だ」と答え、それから約 30
分位彼達とワイワイガヤガヤと談笑した。彼たちのうち二人は、北京大学を卒業、
もう一人は上海の復旦大学を卒業して、現在は 3 人ともコロンビア大学の大学院
の 2 年目で専攻は経済学とのこと。授業は最初の三ヶ月は英語がうまく聞き取れ
なくて大変だったが、今はＯＫとのこと。また一番大変な課題は、レポート提出

で一晩に数冊の本を読まなくてはならないのが、大変だと話していた。
学内には多数の中国人留学生がいる上に、チャイナタウンもあり全然ホームシックにはならない。
又、中国に比べると文明も進んでいて大学の構内は広くきれいで、寮も近代的で清潔、しかも図書
館も充実しておりセントラルパークも大学のすぐそばにあり、勉強する環境がすべて整っていて大
変快適な学生生活を送っているとのこと。学費は、フェローシップではなく、私費で両親の仕送り
だと話していた。
卒業後の進路については、アメリカで働きたいとのこと。グリーカード（永住権）を取得後に永住
するか帰国するかを考えると話していた。結婚はできれば、中国人同志の方が良いとのこと、顔を
見合わせて笑いながら答えてくれた。
3 人のさわやかな若者と談笑し、私自身もしばし、大学生に戻った気分でした。しかし、今年の全
米オープンでの日本人選手はまったくふるわなくて土居
選手などは試合の途中に足の故障で全く動けなくなり、
車いすの退場という何とも情けない結果に終わりまし
た。来年に期待しましょう。
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クラブ例会予定 2011-2012 年度

12/1 年次総会

12/8 （木）特別例会 湯涌温泉 湯の出

12/15 平口泰夫様（平口泰夫建築研究所所長）

12/22 年忘れ家族例会 於：招龍亭
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開会 上杉親睦委員長

西村邦雄会長：遅れまし

て申し訳ございません。

不手際も少々ありました

が、大体、皆様、地区大

会は評判も良くて百万石

ＲＣの熱意を感じてくだ

さった様です。

先ず本日は例会をいたします。慰労会は招龍亭といたします。

ゲスト紹介 ＊地区大会でお世話になった方々

石丸恭子（たかこ）夫人 二木富子（とみこ）夫人 村田順子 夫人

炭谷亮一ガバナー： 皆さん今晩は、地区大会には本当

に有り難うございました。10,29,30 は雲の上を歩いている

ような感じでした。地区大会には長野、四日市と参加しま

したが、私達の運営は素晴らしかったと思いました。あと

残り 6 ヶ月です。ラオスは年末に行って農業センターの契

約をして、5 月連休あたりに計画を完了したいです。その

時はバンコクの国際ロータリー世界大会の時です。ご参加

下さい。

ニコニコ BOX ¥26,000- 本年度 ¥305,500- 残高 ¥3,577,010-
西村会長 皆様地区大会有難うございました。今夜は、大いに飲みましょう！ 魏 幹事 皆様、こんば

んは。地区大会大変お疲れ様でした。22 日の年忘れ家族例会を弊社招龍亭にて行いますので、公私ともに

多数のご参加を心よりお待ちしております。 炭谷ガバナー 今夜は楽しみましょう 岩倉会員 今夜の

打ち上げ盛り上がりますよう・・ 石丸会員 今晩は、ゆっくりみんなで楽しみましょう。この日を待

っていました。 上杉会員 今日は地区大会の慰労会お疲れ様でした。本日は楽しみましょう 井口会員

今夜は楽しみです。皆様お疲れ様です。 竹田会員 地区大会、その他皆様 本当にお世話様。そして

お疲れ様でした。本日「社会を明るくする運動」標語コンクールで息子の孔徳が表彰されましたので、記

念に。 宮永会員 地区大会皆様お疲れ様でした。上杉さん、今日のお世話ありがとうございます。

藤間会員 地区大会成功でした。小さな力も手に手をつなげば大きな力となりました。 吉田会員 大き

な仕事をした後のお酒は美味しいですね。

《 食 事 》
乾杯！ 吉田昭生地区大会実行委員長：本日は 12/8 で、真珠

湾攻撃の日で、大東亜戦争の始まった日です。又お釈迦様が悟

りを開かれた日でもあります。その意味でこの和尚に乾杯に指

名が来たものと思います。地区大会の運営管理はどこへ行って

も素晴らしかったと言われています。時雨の光のさす紅葉は素

晴らしく、京都ではこれを「北山時雨」といいます。まさに地

区大会はそれでしたね。谷本知事は少ない会員で、しかもその 1/3
の女性が成し遂げたのですね。といわれましたが 近い将来は

男子は 1/3 になるかも知れません。今度は男子が頑張りましょ

う。長生きをして下さい。乾杯

藤間勘菊前会長： 抹茶やお菓子も大会には喜んでくださいました。西村邦雄先生も鼻高々だ

と思います。村田祐一先生にも土肥先生の接触をいろいろお願いいたしました。これから北山次

期会長や野城エレクトも応援していきたいです。宮永さんにも感謝感謝です。それから井口千夏

さんも大変やったとおもいます。あの方はどこのアナウンサーでしたか？。聞かれたりしました。

宮永満祐美大会総務：いろいろ貴重な経験をさせていただきました。これが私だ

ったのか？今考えるとびっくりする事もあるのですが、兎に角、やれました。

一番の被害者は嬉野さんかも知れません。お陰様で私の中に潜んでいたパワー

のテストが出来ました。有り難うございました。忘れることが出来ない良い経

験でした。

魏賢任会員：いろいろ勉強させていただきました。 今まで出したことが無い

ものもだしてみました。しかし、地区大会そのものにはあまり仕事が出来ず済みませんでし

た。反省しています。皆様に感謝しています。日本語まだ完全でありませんので、兎に角、

有り難うございました。

632 回 特別例会

湯涌温泉 湯の出

2011 12.8（木）19:00
出席率 24/38 63.16%

10月の修正出席率 93.92%
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二木秀樹会員 早速、招龍亭の沢田さんから丁寧なお礼がありました。

石丸幹夫・石丸恭子： 韓国との交流について、地区大会で

南光州 RC の方とお会いし、お互いに過剰な負担をクラブ会員に

かけないで永続する方法を提案しました。すでに韓国語で書いて

南光州 RC にもいってます。（要略）

石丸幹夫（이시마루 미기오） 자매 클럽 교류에 관
한 제안
무리가 없는 오래 계속하는 교류가 중요합니다. 특별히
금전적인 부담에 대해서, 서로 고려하지 않으면 안됩

니다. 회장까지의 교통비등의 왕복 여비, 친목회비용은 전액 서로 자
기부담한다. 관광등의 버스값이나 식사비용은 물론 자기부담한다.
남광주RC과의 교류에 대해서는 상세결정은 곤란하므로 방문자 전원
이 상대 클럽에 각인이 교류 친목회비용으로서 일본엔으로 10.000엔
을 지불한다. 지구대회의 경우는 거기에 등록비용을 추가한다.
(단순한 make up만의 경우는 make up요금만).
지불이 끝난 비용이외의 관광비용이나 교통비가 발생했을 때에는 실비부담한다.
소인수에서의 간단한 이차회나 커피값이나 선물등에 관해서는 결정하지 않는다.

姉妹クラブ交流についての提案

無理の無い永続きする交流が重要です。特に金銭的な負担について、相互に考慮しなければなりません。会場まで

の交通費などの往復旅費、懇親会費は全額お互いに自己負担する。観光などのバス代や食事費はもちろん自己負担

する。 南光州 RC との交流については 詳細決定は困難なので 訪問者全員が相手クラブに各人が交流懇親会費

として日本円で 10.000 円を支払う。地区大会の場合はそれに登録費を追加する。（単なる make up のみの場合は

make up 料金のみ）。支払い済み以外の観光費や交通費が発生した場合は実費負担する。

いずれも、少人数での簡単な二次会やコーヒー代やプレゼントなどはその限りではない。

その他：コーヒーはすごくでました。 前日は 400 ～ 500 当日は ANA から本当に多くでました。家族の皆様に

大変お世話になりました。

閉会


