
- 1 -

地 区 便 り
月 日（日）大和デパート前とエムザ前の２ヶ所石川第１分区の街頭募金は 11 9

にわかれて、北川ガバナーをはじめ各クラブの会員、遊学館高校・金沢商業高校・金沢高校・尾山台高校の各イン
ターアクトクラブ、ローターアクト

150クラブ、交換留学生を含め総勢
名の参加を得て実施いたしました。

なおポリオ撲滅街頭キャンペーン
（ 、の結果報告 ２６１０地区ガバナー

地区ロータリー財団委員長より）
富山・高岡・金沢・七尾の７カは

所、富山県２０ＲＣ約１４４名、石
川県２０ＲＣ約２２５名に参加頂

１００万円を超え、約き、目標額の
１３０万円あまりの募金 金沢百万石ＲＣの募金額は４５，６６６円が集まりました （ロータリー財団へ寄附）。

でした。（４１５ドル）
これは、クラブロータリー財団への寄附の実績として処理させていただきます。
。

石川第１分区のＩＭ（都市連合会）が開催されました
１０月２６日金沢都ホテルにおいて、金沢西ＲＣのホストにより、石川第１
分区のＩＭ（都市連合会）が開催されました。石川第１分区は２年前よりＡ
とＢに分かれそれぞれにガバナー補佐が任命されておりますが、分区として

。 、は１つで１３クラブ４７４名の登録をいただきおこなわれました 合同例会
式典のあと、第１部は田中泰ガバナー補佐担当の「手を貸そう わがクラブ
・奉仕の実践」をテーマに奉仕の事例発表がおこなわれました。①松任ＲＣ
の「千代女生誕３００年記念－俳句づくり教室」②金沢南ＲＣの「朱鷺の保
護・育成の奉仕活動」③金沢みなとＲＣの「タイ・ラチャブリ小学校奉仕」

④金沢西ＲＣの「白山麓で新世代会議－老人にやさしく、自然を大切に」の４つが画像を使ってわかりやすく説明
されました。第２部は谷久夫ガバナー補佐担当の「奉仕の原点について」をテーマに、分区内８クラブからの８名

、 。 、 、 、のパネリストの出席をいただき パネルディスカッションがおこなわれました 新入会員 中堅会員 会長経験者
女性会員のそれぞれの立場から考える奉仕について意見を交換し合いました。最後に北川晶夫ガバナーより講評を
いただき、幕を閉じました。本会議の後、パーティホールに会場を移し、懇親会が開催されました。立食の気楽な
雰囲気の中で、ロータリアンの友情が会場に溢れ親睦の輪が会場のあちこちで広がり 「手に手つないで」を歌っ、
てお開きとなりました。

年 月 日（水) 開演で金沢アートホール（ポルテ金沢 )北山吉明 テノールリサイタル は 2003 12 3 PM7:00 6F
にておこなわれました （収益はこどもの為の に寄付します）。 NPO
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炭谷会長エレクト点鐘
我等の生業SONG

四つのしるべ
炭谷会長エレクト会長挨拶

皆さん、こんばんわ。今日
は坂口会長が所用で欠席です
ので代わりを努めます。 実
は、今日は私の誕生日です。
片町へと行きたいところですが、皆さんどうですか！？

それでは、本日のメーキャップの方をご紹介します。 金沢香林坊ＲＣ 長田 雄一様
です。 特別ゲストとして、卓話の米山奨学生 パジュラチャリャ・ソバナさんです。

金沢香林坊ＲＣ 長田 雄一様メーキャップ
食 事
幹 事 報 告 ・ 委 員 会 報 告

国際大会の参加者が、現在１０名いらっしゃいます。今週いっぱいで〆切前田幹事 ・
となります。宜しくお願いします ・来週の例会は、年次総会になります。 次年度の理。
事、役員、委員の承認をとりますので、皆さんご出席をお願いします ・８ＲＣ新年合同。
れいかいが、 全日空ホテルにおいて、１２：３０～１４：００です。1/7

新しい試みで、能楽の大倉正之助氏をお迎えし卓話もありますので、
皆さん予定を開けておいて下さい。全員登録となっております。

年忘れ例会は （木）日航ホテル４Ｆ鶴の間です。こぞ金親睦委員長 12/18
って、ご参加下さい。

¥4,000 ¥317,235 ¥3,523,692ニコニコＢＯＸ 本年度合計 残高
本日の卓話にソバナさんをお迎えして。 ソバナさん、いらっしゃい炭谷会長エレクト 江守巧・道子会員

ませ。

『 日本を離れてみた時 』講話の時間
米山奨学生 パジュラチャリャ・ソバナさん

Ｒ．Ｃ．の援助のお陰で９年振りにネパールに里帰りできた時のエ
ピソードを何時も のネパールの民族衣装サリーではなく、チベット
族に近い民族衣装アンギーパクデン を着て話して頂きました。
９年にわたる日本生活の後、帰国したはじめの５日間は生活習慣の

あまりのギャップ にネパールの生活に再び馴染むのに戸惑い、残り
の４０日余りをどうして過ごそうか と悩んだ。例えば、人と人との
繋がりがあまりに密でプライバシーがない、夜は母と 一緒に眠り、
母の繰言を聞き、朝は待ってましたと父との会話、その後兄弟と話
し、 屋上に上がれば隣人が話しかけと一日中話ぱなしで自分の時間
が無い。寒くとも冷水 シャワー、夜になりお店屋が閉まるとコンビ

二がないのでと翌日まで待たないといけ ない等。だけれども 「人の心の豊かさ」は沢山あ、
り、後世に残したいがどうなるこ とやら？ソバナさんはネパールに帰り教育に携わり祖国に貢献したいが、知識
人は自 分の才能を生かせる産業が無く海外に流出 「観光」も民主的だった国民の尊敬の的 の「王様」が殺され、

。 。 、 、てからは治安の悪化で振るわない などの悩みが尽きない 話終えてからの質問時間では 識字率は２５％位で
女子が特に悪い。義務教育は５ 年あるが、なかなか学校に行けない。主食はお米（インディカ種 、１００種以上）
の 豆、お肉はヒンズー教なので牛はダメ、仏教徒も牛乳を飲んでいるので牛は母親に準 ずるのでダメ。なぜか水
牛は牛とはみなされず良い。ヤギ、鶏
はＯＫ。魚は淡水魚だ がほとんど食
べなく、鑑賞用。果物、野菜はいろい
ろあり。麻薬はヒンズー教のお祭 り
でアヘンを吸う程度。カースト制度で
職業の制限があり、下層階級は学力と
経済力 で社会に出ることを考えてい
るとの事。などなど、博士論文「今何
故、日本では寺院 が見直されている
のか？ （間違っていたらごめんなさ」
い）の制作中のお忙しい中あ りがと
うございました。ソバナさんの日本語
がとても上手くなったのには感心しま

点鐘した。
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その他予定 例会
韓国語12/4 年次総会 次年度の理事・役員の選出

新会員 吉田光穂会員 「ピアノのはなし」12/11
ホテル日航金沢 ４Ｆ12/18 年忘れ例会

８ 新年合同例会 を振替 金沢全日空ホテル1/7 12:30（水） RC 1/8
竹田敬一郎会員1/15

韓国語1/22 金沢工大 鈴木良次教授 「ここまできた脳を見る窓」
韓国語1/29 クラブフォーラム 「半年を振り返って」
韓国語2/5 金沢工大 鹿田正昭教授「街が変われば地図も変わる」

吉田昭生会員2/12
韓国語2/19 金沢工大 藤島秀隆教授 「芋掘り藤五郎と金城霊沢」

小学校教諭 金森俊朗 先生（子供シリーズ）2/16


