
- 1 -

５周年記念例会について
１．日時 平成１５年４月２４日（木）19～21
２．場所 ホテル日航金沢 ３Ｆ 孔雀の間
３．参加者 津田達雄ガバナー （招待） ８ＲＣ会長・幹事 （招待） 姉妹クラブ 韓国南光州ＲＣ
会長・幹事 （招待） 東京世田谷中央ＲＣ 〃 （招待） 京都北東ＲＣ 〃 （招待） 記念事業贈呈者
（ ） （ ）団体代表 チャイルドライン メイクアウイッシュ 百万石ロータリークラブ会員 会費制 ５０００円位
および事務局 ☆ 同上 婦人（会費制 〃 金沢北 会員 （会費制 〃 ）韓国南光州ＲＣ会員RC
（会費制 〃 ）以上 １００名 程度の見込み

１）点鐘 ６）招待者祝辞例会式次第
２）国歌 ７）ニコニコボックス披露
３）ロータリーソング ８）素囃子演奏
４）会長挨拶 ９）乾杯
５）目録の贈呈 １０）閉会挨拶

１１）点鐘
・目録 ・記念 ・記念品 招待者用・ お土産５周年記念事業 CD-R

・ 招待・案内状の発送 ２／２０位 返送 ３／１５位の予定
近づく記念例会のための計画です。

飯野健志名誉会員から
いつもながら お世話樣に なっております。おかげさまで このごろは音楽会が多くて殆ど毎日のように駅前

へ出掛けておりますが 内容的には 企画が ミ ハ 的になったり 聴衆のマナ が悪かったり（例：幼児を連れ込- - -
, , , JAZZみ演奏中に騒がれる 一楽章の終わる度に拍手をして演奏が中断する私語が大きく不愉快 やたらクラシックと

や演歌と共演させるなど ）次年度から 賛助会員を止めることにして 自分の好きなものをピックアップして選, ...
択して行くことにしました。 昨夜は チエロ首席の ルドビットカント氏の で ＢOEK . CELLO RECITAL

や ＣＦ などで 實に素晴らしい聴衆ばかりで マナ も良く 本当に久し振りの本当の音楽会RAHMS . RANK -
を 心行くまで 楽しんで来ました。彼を守る会があり その主催で 私は やはり古くさいクラシックフアンで

今の文化事業団の企画には ついて行けません。底辺を拡げるということは 経済上の理由もあるでしょうがな
。 。かなか難しいことですね さて 御言葉に甘えて 例会を欠席していますが 昼間 事務局に御邪魔しています

夜は今迄 寒かったので 身体に障ると云われて 欠席をしてしまい 申し訳なく思っています。何とか身体は
普通の生活に耐えられるようなのですが 何時 なにが起こるか判りませんので 気をつけてはいます。

さて 書き換えの件小生の は 二台目も を買わされたので 今は教習所もなく 残念ながら添付フWord , PC Mac
アイルは 読めませんでした。 また車のない人間には 遠所は苦手で 旧市内でないと 出席出来ません。
一応 事務局には 欠席を しておきましたが 宜しく 御許し下さい。京都へは 月二回くらい 頼りない二Tel.
人三脚で出掛けていますが 夜は 余り行動しないようにしています。 愚痴ばかり申しまして恐縮ですが
御詫び方々 御許しと御礼を 申させて頂きました。寒気未だ 厳しき折 益々の御自愛を御祈り申し また
クラブ活動についての 御指導を 衷心より御願い申します。 飯野健志
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宮永満祐美会員点鐘
それでこＳＯＮＧ

そロータリー
宮永満祐四つのしるべ

美会員
．慈愛の種を播こう。1
感謝の声をかけあおう。1.
親睦と友情を深め、自己1.

の向上に努めよう。

。1.地域社会に奉仕し、クラブの存在価値を高めよう
。会長挨拶 坂口國男会長エレクト 突然 又雪の空模様になりました

本日は３名のメイキャップの方をお迎えいたしました。有難うございま
す。ご報告 卯が、当クラブ首位線のロータリー財団奨学生の永見照見君が博士課程に合格しdes
ました。それで、まだ２～３年おりますが、２００３年７月からです。留学はです。

金沢西ＲＣ 川口征弘（かわぐち ゆきひろ）様 金沢南ＲＣ 岩本メーキャップ
道成（いわもと みちなり）様 金沢香林坊ＲＣ 新谷寿久（しんたに としひさ）様

¥625,00 ¥3,630,354ニコニコＢＯＸ ¥13,000 本年度合計 残高
木村幸生会員のお話楽しみにしています。 木村会員の卓話楽しみにしています。坂口会長エレクト 江守巧・道子会員

ノムヒョン大統領の就任式に行って来ます （２４日～２６日迄） 木村会員の卓話を前々から楽しみ金 会員 魏 会員。

。 。 。 （ ）にして来ました どうぞ宜しくお願いします 初めてのニコニコボックスさせて頂きます 今度の２３日 日東海林会員

石川県ピアノ協会公開講座を開催します。テレビ司会者でもお馴染みの池辺晋一郎先生の楽しいお話が聞けると思いますので、

興味のおありのある方は是非お出かけください。机の上に、チラシを置かせて頂きました。 今年から事務所を法宮永会員

。 。 。人として有限会社に致しました 今後とも宜しくお願い致します 本日の卓話木村様のお話を楽しみにしています水野会員

木村幸生さん、楽しいお話期待しています。村田会員

木村幸生会員講話の時間 海外旅行の話
①近況報告 (エジプト・インド) ②ミシュランレッドガイドの権威について ③ 南イタリアとシチリア島の魅力

① 近況報告 (エジプト・インド)
。仕事で引率として 月にエジプト・ 月にインドへ行っておりました1 2

今の季節がベストシーズンで気温は日中 ℃前後と熱いのですが、30
湿度が ほどしかないため木陰に入ると涼しく、日本で言う新緑の45%

4 5 6候といったさわやかな季節です。逆にむこうの夏というのは ・ ・
月で、 ℃の地獄の世界で、日射病というよりは、地面から上昇して50
上がってくる熱射病でふらふらになり、とても観光としてはお奨めで
きません。エジプトは時期的にイラク問題はそれほど緊張感はありま
せんでしたが、やはり空港に関してはチェックが相当厳しく、特にカ
イロ空港では出国手続きに 回のボティーチェックを受けるなど重々5
しい雰囲気でした。 ついでに、この安全について、日本の旅行業
界の取り組み方について、みなさんも興味のあるところかと思います
ので、ちょっと触れてみたいと思います。今、日本の旅行会社はある

基準に遵って動いております。それは、外務省から毎日発信される海外渡航の「危険情報」により、国土交通省の
監督のもと、日本旅行業協会、通称 と呼ばれておりますわれわれの組合母体と協議の上で、どうすればよいJATA
か検討しております。 その、危険情報の目安は 段階にわかれており、4

①「十分注意してください」 渡航にあたり、特別な注意と危険な行為をさける
②「渡航の是非を検討してください」 渡航そのものの是非を検討して、渡航する場合は安全措置を。
③「渡航の延期をおすすめします」 どのような目的であれ、渡航の延期をすすめる。
④「退避を勧告します」 現地滞在邦人の日本も含む近隣安全国への即時脱出

というようなものです。通常、旅行社は大きくわけて つの旅行形態をとっており、 つは「主催旅行」といわれ2 1
ておりますテレビ・新聞などによる募集形式の旅行で、もう つは「手配旅行」と呼ばれている各種特定団体など1
のツアーです。前者の場合は 段階以上の場合は、パッケージツアーを中止しますし、 段階の場合は各社が判断3 2
してその是非を検討しております。が一般的には実施しているケースが多いようです。

後者の場合は、特定団体の責任者と相談して、その団体の責任において実施の是非を検討します。が目安は 段3
階以上の場合は前者と同様に中止するケースが多いようです。

、 、 、それでみなさんが海外渡航される場合は 以上のことをふまえて あまり神経質になる必要はないと思いますし
せっかくの旅行がおもしろくなくなりますので、旅行会社には十分そこのところを相談されたら良いのではと思い
ます。 ただ、あくまでも自分の身の安全は自分で守るというのが鉄則ですから、あまり危険な区域、特に現在は
各国のアメリカ大使館やアメリカ関連施設、には近寄らないほうが良いと思います。

ホテル日航
228通算

26/41 63.41%出席

70.73%1 月修正出席率

（木）2003.2.20
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②ミシュランレッドガイドの権威について
さて、話はそれくらいにして、今日はみなさんに 冊の本を紹介します。1
この本は「ミシュラン・レッドガイド」と呼ばれておりますもので、
われわれ業界の指南書、バイブルみたいなものです。洋書を扱っている一
般の書店にも売っておりますので、興味のある方はどうぞ。この本の発行
はもちろん、名前のとおりフランスのタイヤメーカーのミシュラン社が発
行しているもので、地図以外、ちなみに地図はアトラスと言いましてうち
の社名になっておりますが、歴史など一般ガイドのグリーンを発行してお
ります。
その権威は、コマーシャルなどの一切の妥協をゆるさない、厳格な内容で
高い評価を得ており、われわれ旅行社のバイブルのひとつとして使われて
おります。
通常インスペクターと呼ばれる、私服の秘密調査員が 名ほどいて、レ50
ストラン界、ホテル業界に厳しい目を光らせている。私服なのでホテル側
は一般の客と思いこみ、ミシュラン社としては、真の素顔のサービスを確
認できるというわけ。そして、一度ホテル側に顔を知られたら、翌年から
は受け持ち地域を変えるといった徹底ぶり。ホテル側は戦戦兢兢としてい

るが、利用者側にと
っては、これほど信
頼のおけるガイドブ

3ックはない。毎年
月に新年度版ができ
あがるので、それを
楽しみにしているパ

3 5リのグルメファンも多い 今年はあの名シェフがあのレストランを監修しはじめて見事に ツ星に昇格したとか。 、
ツ星の名門ホテルの名シェフが引き抜かれて、星を落としたとか、そんな話が盛り上がるのが 月末の季節です。3
そしてそのチェック項目は、一般には極秘とされているが、 項目以上になると言われている。 このような徹100
底した秘密主義が貫かれているので、その評価のあたりはずれはほとんどないのである。日本のどこかのガイドブ
ックみたいに多額の広告費を徴収して ツ星が ツ星に化ける低俗なものではない。3 4

また、日本の観光ガイドの本は、やはりその新鮮さに欠ける。あくまでも目安とする程度は良いけれど、大概、
取材から原稿手直し、出版、店頭販売まで ～ 年の誤差が生じる。つまり古い情報となるわけで、一番いいのは1 2
現地のそれなりの人に時下に耳で聞く情報が良いわけですけど、指南書としてはやはりミシュランに頼っているの
が現状です。 そこで、わたくしどもアトラス旅行では、この本をもとにさらに現地の知り合いのネットワークを
通して、その土地の町のグルメにいろいろと話を当社独自のものとしているわけです。 そこでこのミシュランの
見方ですが、お手元の別紙をごらんください。 一般的には「星」と言われているのは、レストラン部門だけ。
ホテル部門は正式には「パビヨン館」のマーク。 赤はその中でも、きわめて快適という意味。

最高はレストランが 星、ホテルが 館。一応安心して泊まれるのは 館以上。 館はがくっと落ちる。従業3 5 3 2
、 。 、 、 、員のサービスはとても大切な判断基準で 感じが悪いのは問題外 また清潔か スープはさめていないか 騒音は

シーツの敷き方は、ホテルは古くなれば星が落ちるというのではなく、モダンなチェーンホテルよりも風格ある個
性的なホテルを高く評価する。

ですから、このガイドブックひとつあれば一人旅、たとえばお子様が、航空券だけを買って、後はヨーロッパを
自由旅行したいという時なんかに持たせてあげて下さい。

③南イタリアとシチリア島の魅力
さて、のこり時間 分となりましたが、最後にわたしの好きなところ、やはり人も土地も陽光で開放的な南イタリ5
アとシチリア島を急いでご紹介いたします。

わたしたちが、イメージするところの、つまり恋してアモーレ、歌ってカンターレ、食べてマンジャーレと陽気
なイタリアは、北のイメージとは程遠く、やはりナポリより南、つ
まりみなさんのお手元の地図にあります南イタリアです。代表的な
州としてはナポリ・ポンペイがありますカンパーニャ州と世界遺産
マテーラの洞窟都市がありますバジリカータ州、白いトンガリ屋根
の住居が無数に並ぶかわいらしい町アルベロベッロがありますプー
リア州、中村俊介が移籍したチームレッジーナがありますカラブリ
ア州、そして最後に私の好きなマフィアの島、シチリア州。この後
ろのポスターのところです。 また、後ろのパネルのタオルミー

2 3ナはシチリア島の東海岸のリゾート地で、ここにはゆっくり ～
泊して朝の美しいエトナ山( ヨーロッパ最大の活火山、昨年暮3340m,
れに大爆発)の写真を撮るのもいい。

シチリアの魅力は歴史的にも、ギリシャ植民地時代に築かれた神殿がいまも保存状態良く(アテネより)残されて
いる。それは近年まで礼拝堂として人々が使っていたことからもわかる。

建築的にもモンレアーレ大聖堂のようにイスラム、ロマネスク、ビザンチン様式がミックスされている。特にビ



- 4 -

ザンチンモザイクの工法はモザイクの角度を一枚一枚変えることにより、どこからでもキラキラ光り輝くという素
晴らしい技法で人々を魅了し、北部ラベンナのモザイク壁画と並んで有名です。

そして、旅のホテルはこの一枚のパネルの風景を見ながらの朝食のために、何ヶ月も前からホテルを予約する。
たった一枚のこの風景をみるために。
アトラス旅行にご参加いただいた方だけに、数あるシチリアのホテルでも、この景色を見ながら朝食がいただける
ホテルをご案内いたします。話はつきないのですが、本日はこのくらいにしておきます。

点鐘どうも、ご清聴ありがとうございました。

オケストラ・アンサンブルの団員の原田智子ヴァイオリンリサイタル会員便り 北山吉明会員から
共演 田中美千子ピアノ 金沢市アートホール （木） 開演でありました。2003.2.20 19:00

協会主催の池辺真一郎公開講座 ～モーツアルトの音符たち～が東海林也令子会員（石川県ピアノ協会長）から
Ｎ響アワー司会でおなじみの作曲家の愉快なお話。2/23 石川県文教会館でありました。

県立音楽堂 藤舎麻衣さん（斎木妙子会員令嬢）他斎木妙子会員 和と洋のひびき2/15 土

講話の時間続き「心の道」宇多須神社 宮司 森 博 氏
大社造り－－出雲大社大国主命 神様が正面から見で、左に向いてる。
流れ造り－－一般的な神社 向拝あり
八幡造り 宇佐八幡宮・ 応神天皇、神功皇居、比咩大神 ．
八幡さんは全国にたくさんありますが元々の本家は宇佐八幡宮なんです。宇佐八幡宮から石清水八幡宮．鶴丘八

幡宮へとご分霊されていった源頼朝が源氏の氏神として祀ったが鶴ヶ丘八幡宮なんです。
武家の氏神として八幡信仰は全国に波及してもいったんですね。
ご分霊って何といわれそうですが 本居宣長がこんなふうに鋭明しています

神様をロウソクの火に例えています。ロウソクの火はつぎからつぎと分けていけます。 例えばたき火の火を考
えて下さい。分けてもらった たき火の火に槇を入れて大事に燃やせば火はどんどん大きくなりますし、またその
火を、分けてあげることもできるんだ。と

日吉造りり 日吉大社－－滋賀県坂本 大己貴神、大山咋神
春日造り 春日大社－－奈良県 武甕槌命（鹿島神宮の神 、経津主命（香取神宮の神））

住吉造り 住吉大社－－大阪 底筒男命、中筒男命、表筒男命
当社では節分祭を 年前から芸妓さんにお手伝い戴いて実施しておりますが、これは東神社は地域の特性を大事3

にし、同一的にならないようにしなければ神社たる由縁がなくなってしまうんですね。
東山には伝統的建造物があり、芸妓さんがいます。芸妓さん自身も伝統芸能継承者として一生懸命練習されます

が、その成果を発表する場が少ないということを聞きまして、じゃ－、神社に踊りを奉納して、豆を撒いて貰えな
いかとお願いしたんです。

芸妓さんのおお陰でたくさんの人が神社へ来られるようになり、神社への大きな流れがで出来ました。五木寛之
さんが書かれた『大河の一滴』の中に、一滴、一滴が集まって
大きな流れを生む、

モの流れにまた別の流れを呼び込んで流れがどんどん大きくなるんだと。
鎌倉時代の貞永式目の中に『神は敬によって威を増し、人は神の徳によって運を添う』という言葉があります。
神社は大勢の人がお参りすることによって大勢の人の気が集中して大きなエネルギーとなります。神社へお参り

をして何をもらってって帰るかといいますと、大事な気を戴いて帰るんですよ。気力が充実しておれば運は向こう
からついてきますよと。

神社は元気なんです。会社も、一人一人の人の人間も元気でなくてはなりません。
また、神様の教えはは自然の中にありますよと、自然をよく観察してみて下さい。必ずその中に救えがあります

からと。申し上げております。
福島敦子といニュースキャスターがもいますがこんなことを言っておられます。

最近の子供達はテレビゲームで限られた色しか見でいないので微妙な色の違いを見分ける目の力が落ちて来たとい
うんですね。自然の色の宝庫です。木の葉の色は一つ一つ微妙に違う。

『人は自然の中で生かされて、人間本来の姿を保てるのです 』と。
自然こ調和して生きるということが大切なんだということではないでしようか。

お願い 例会の講話の講師を紹介を
「会員の皆さんのお知り合いで例会にふさわしい講師を紹介してください。あるいはご希望の卓話内容や希望講師
があれば、申し出てください」 企画委員長 大平政樹-------------

市内ＲＣの例会変更
2/27木 18:30～「松魚亭」金沢北ＲＣ
3/12水「休会」金沢ＲＣ
3/31月「休会」香林坊ＲＣ
3/4火11:20 鶴来町「白山比咩神社」みなとＲＣ

今後のクラブ例会のプログラム
２月２７日 中尾靖恵さん ネイルアートについて

」３月１３日 19:00～ 藤江町「ティルパティオ
オーボエの演奏会予定


