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2月は「平和と紛争予防／紛争解決」月間です。

第985回 通常例会 （2月3日(月)）
会長挨拶

ロータリーソング 「君が代・それでこそロータリー」
4つのテスト 「西 茂 会員」

2月となり、私の年度も後5ヶ月で終わることになりました。5ヶ月とい
うのは非常に進むのが早くて、年頭に掲げた目標というものが、どのく
らい達成したのかというものを、振り返って考えたところ、少し、焦り
を感じてきております。その中の会員増強がありましたが、先日、津幡
町の商工会に会報と一緒に当クラブのリーフレットを合わせて配布させ
て頂きました。それによって、1名の女性の方が興味を持ち、電話を頂
き先週の例会に実は来て頂きました。今日は推薦ということで、理事会
は通ったので、後はみなさんの承認を得れれば、入って頂けるかと思い
ます。また当クラブも、女性会員の増強として、夜例会を少し早めると
いうことで、先程の役員理事会で、3月から5月まで試験的に6時開催を
実施することが決まりました。これによって、女性の方が出やすくなれ
ば、非常に良いことかなと思います。みなさん、ご協力のほど、よろし
くお願いいたします。

沖見 好秀 会長

本日のプログラム 「国際交流について」

幹事・委員会報告
●幹事（横見 健太）
・手続き要覧の〆切りが近付いております。ご希
望の方はお早めにお願いいたします。

●ロータリー雑誌、情報、広報委員（西 茂）
・ロータリーの友、2月号p24に、河北南ロータリー
クラブの記事が掲載されました。

●会長エレクト（勝﨑 猛）
・次年度のロータリー財団 地区補助金の予算申
請が4月1日までに申請しなければなりませんの
で、案のある方はご連絡下さい。
・ロータリー平和センターが設立され、スタッフの
募集がされています。（給与：75,000$/年、条件：
英語が堪能であること。職歴が3年以上あること）

第3回 RLI修了表彰

モンゴル
首都：ウランバートル
人口：約300万人
ロータリークラブ数：38

村中会員はこの2年間で13ものクラブ数が増
加し活動が活発なモンゴルの方に対して、米
山お世話クラブで迎えることを計画しています。

岡田会員（写真左）
誕生月祝い

川江 泰博 (46) 会員（写真左）
粟田 卓二 (73) 会員（写真中）
中村 正司 (50) 会員（写真中）

例会Report
沖見会長よりロータリーにおける「国際交流」とはの問いかけに対し、会員
各位で、”会員同士の交流”や“ポリオの根絶に貢献”等の様々な意見がで
ましたが、ロータリークラブの活動としましては、主に「青少年の交換留学」と
いうことでした。交換留学を通じホストファミリーとの交流が生まれ、互いの
文化の理解に繋がることや、帰国後にラインでの交流も図れるなど、交流の
輪が広がるとのことです。但し、課題もあり双方の文化の違いでトラブル等
も発生しうる為、コミュニケーションが不可欠であり、両者の歩み寄りで留学
生の強制帰国のようなトラブルを防げたケースもあったとの事で、国際交流
の難しさの一面もあるとの指摘がありました。村中会員からは国際交流の今
後の課題として、石川県内の留学生の現状の発表があり、約2,000人の留
学生の内、約1,000人が中国人が占めており、日本人が海外に留学する人
数の少なさと比較し日本人の国民性であることを指摘され、課題として英語
等の言語が話せない事の問題があるとの事でした。今後は東南アジア等々
で比較的、日本語が通じる国との国際交際を図り、ロータリークラブの友好
の懸け橋を担うことの必然性を指摘されました。
（米田 誠 会員）

ホームステイなどの受け入れも行っており
ます。（ただし、トラブルの例もありますので、
研修などを受けて頂いております。）

ニコニコBOX・ロータリー財団・
ポリオプラス・米山奨学会寄附
沖見 好秀、横見 健太、岡田 等、粟田 卓二、
蔵西 順治、西 茂、米田 誠、高松 祐輔、
西 茂、原田 充、東 皆子、村中 高次郎、
多川 裕満、岡本 壮生、勝﨑 猛

第986回 通常例会 （2月10日(月)）
会長挨拶

米山奨学金授与
リク ハン ヅ

ロータリーソング 「我らの生業」
4つのテスト 「岡田 等 会員」

風邪など、みなさん大丈夫でしょうか？今、流行のコロナウイルスですが、これに
よる経済への影響が問題となっております。今日、大坂の商工会議所が発表した
ことでは、6割の事業の方が、悪影響があるということした。また、最近片町に行く
機会がありましたが、閑散としていました。コンサートの中止とかもあるようで、大
きな問題です。早い収束を願います。先月20日に、アメリカのサンディエゴの方で、
国際委員会が開催され、その時に2020-2021年度の新しいテーマが発表されまし
た。『ロータリーは機会の扉を開く』。ドイツのホルナー・クナーク エレクトが人生
や地域社会を豊かにするためにロータリーが与える機会をとらえるよう呼びかけ
ました。また、奉仕プロジェクトを通じて、会員自身や受益者の人生をより豊かに
するための道を開くことがロータリーでできると言いました。これは、奉仕の行いは、
その大小にかかわらず、助けを必要とする人たちのために機会を生みだすもので
ある、私たちのあらゆる活動が、どこかで、誰かのために機会の扉を開いていま
すということです。その他にも、クナーク氏は、ロータリーの発展のために変革を
受け入れるよう会員に強く促しました。会員数を増やすために数字にこだわるの
ではなく、持続可能かつ有機的なかたちで成長できる方法を考えるよう求め、現
会員を維持し、クラブにふさわしい新会員を募ることにクラブが注力すべきである
と述べました。この機会をとらえてロータリーを成長させ、より強く、適応力を高め、
中核的価値観により沿ったロータリーとなるのです。また、新会員から学ぶことで、
私たちはより強くなる。全クラブが少なくとも年1回、戦略計画会議を開くことを勧め
ました。この会議で、5年後にどのようなクラブになりたいかを自問し、クラブが会
員により多くの価値をもたらす方法を考えるべきである。リーダー職にもっと多くの
女性が就くこと、若い人たちに新クラブの設計者になってもらうことを提唱していま
す。今年度ももう終わりが近づいています。年頭に掲げた目標で、会員増強、RLI
の参加は達成しましたが、マイロータリーの全会員の登録は未達成です。登録だ
けでしたら、みなさん協力してもらえばできるのかなと思います。当クラブは地区
の方でもまだ低い方です。ですので、みなさん是非協力して下さい。よろしくお願
いします。

陸 晗子（中国・広東省出身）
金沢大学 自然科学研究科（写真左）

卒論の仮発表が終わりました。上手くいきました
ので、卒業はできるかと思います。また、みなさ
ん、コロナにはお気をつけ下さい。私の町は人口
16万人ほどですが、86人が感染しているようです
ので、みなさんもお気をつけ下さい。。

誤った発言をすると炎上
することも。（これに対処
する方法もあるとのこと）

企業同士の繋がりに
結びつくこともあるようです。

会員連絡
●自動車保険について（蔵西 順治）
・事故を起した時の対物補償は時価評価で計
算されるとのことです。そのため、修理費（例：
80万円）が評価額（例：30万円）を上回る際、
差額（例：80万-30万=50万）は補償されないこ
とによるトラブルが発生しているとのことです。
皆さん、事故には気をつけましょう。

本日のプログラム
会員卓話「SNS と マ－ケティング」

代表的なSNSの月間ユーザー
f
LINE

と投稿する（つぶやく）

・来週の例会終了後に、来年度のロータリー
財団地区補助金の使い道について検討した
いと思います。

SNSとは、Web上で社会的ネットワーク
を構築可能にするサービスの略称
S：Social（社会的な）
N：Networking（ネットワーク上の）
S：service（奉仕、サービス）

倶利迦羅不動寺住職
五十嵐 光峯 会員

綺麗なアジサイが
咲きました。

幹事・委員会報告
●クラブ戦略委員（沖見 好秀）

日本
世界
Facebook 2,600万人 23億7,500万人
Twitter 4,500万人 3億3,500万人
LINE
8,200万人 2億1,700万人
他にもInstagram、TikTok、Pinterest、WhatApp、WeChat、カカオトーク、
Snapchat等があります。

それを見た人が撮影に
来て、投稿する

五十嵐会員はTwitterとInstagramを選択
倶利迦羅不動寺 公式Twitter
https://twitter.com/Kurikara_fudou
倶利迦羅不動寺 公式Instagram
https://www.instagram.com/kurikara_fudouji/

さらに、それを見た人が
撮影に来て、投稿する
ツィッターでは、指定期間のインプレッション数
（※後述）を調べることができます。五十嵐会員
の場合、年間のインプレッション数は約300万～
400万。特に、刀剣展示会のあった月（2018年10
月）は140万のインプレッションを記録
（※インプレッション数とは、例えるなら、ポストに新聞が配達され
た状態を意味します）

ニコニコBOX・ロータリー財団・
ポリオプラス・米山奨学会寄附
沖見 好秀、五十嵐 光峯、原田 充、村谷 哲也、
西 茂、岡田 等、川端 茂、飯田 道昭、粟田 卓二、
蔵西 順治、高松 祐輔、勝崎 猛

例会Report
五十嵐住職の卓話が、まさか、SNSにつての、お話だと思いませんでした。住職
が、とても詳しいのにわ、びっくりしました。僕も、今後、SNSについて、勉強しよう
とおもいます。 （蔵西 順治 会員）

このように、人が人を呼ぶ
形になることがあります。

始めてから2年半くらいの五十嵐会員でも、1日に1
時間か、それ以上とられる場合もあるとのこと。一
方で人件費を除く経費無料で、インプレッション数
と同等の新聞の折り込みチラシが投函されてたと考
えれば費用対効果は非常に高いと考えられます。

第987回 通常例会 （2月17日(月)）
会長挨拶

ロータリーソング 「それでこそ、ロータリー」
4つのテスト 「原田 充」

先週まで続いておりました風邪も快復の兆しがあり、ようやくマスクが
取れました。昨日、山中温泉の『花椿』へ、家族と行ってきました。ずっと
奥ばったところこに、あそこ非常に温泉が、お湯が良いところで、露天風
呂というのが非常に長い階段を降りていった川沿いにあるのですけれど
も、僕はそこの露天風呂で、着衣をしたまま温泉に入ることを体験いたし
ました。実は、そこは混浴なのですよね。これは、お客さんを呼ぶための
一環で、混浴ながら女性の方も入りやすくなるのではと考えられたので
しょうね。私は着衣を来たまま温泉に入ることに違和感を覚えました。半
ズボンみたいなのを着るのですが、温泉に入るとそこに空気が入って、
変な感じになるんですが、男性でこれだと、女性の方はもっと大変だろう
なと思いました。でも、企業努力が見られて良かったと思います。さて皆
さん、ロータリーの友の編集長が、再来月にいらっしゃる予定です。我々
もロータリーの友を活用するということで、先日、勝崎さんが、クロスワー
ドで、景品を頂いきました。また私も何度か投稿して、2回ほど載せて頂
きましたが、やはり載ると結構うれしいです。なので皆さん、気張らずに、
気楽な感じで、もし短歌が好きだったり俳句が好きであれば、そういう
コーナーもありますので投稿して是非活用すべきだと思います。ロータ
リーの友を読むといろんな情報が入ってきます。編集長が来たらいろい
ろなお話ができるようになれるくらいまで、ロータリーの友をちょっと熟読
して頂けたらなと思います。

幹事・委員会報告
●ロータリー情報・雑誌・広報委員長（西 茂）
アメリカの成人教育・人間関係研究の先覚者のデー
ル・カーネギー氏の著書より、「人を動かす」というこ
とをテーマに資料を配付させて頂きました。どうぞ、
ご参考までにご利用下さい。

●クラブ戦略委員（沖見 好秀）
・本日の例会終了後に、来年度のロータリー財団地
区補助金の使い道について検討したいと思います。

●米山記念奨学委員（村中 高次郎）
・毎年、地区で行っている修了式を今年は行わず、
各クラブで行って下さいということが決まりました。な
お、行う際には1万～2万円程度の補助金が出ます。

JETプログラム
外国青年を招致して地方自治体等で任用し、外国語
教育の充実と地域の国際交流推進を図る事業。

本日のプログラム 外部卓話『国際交流員とは』

※JETは、語学指導等を行う外国青年招致事業
（The Japan Exchange and Teaching）の略称

ナカムラ ヨシミ（中村佳美）
津幡町生涯学習課
所在：石川県河北郡津幡町北中条3丁目1番地
TEL：076-288-2125 FAX：076-288-8527
E-mail： shougaikyouiku@town.tsubata.lg.jp

＋
(一財)自治体国際化協会

都道府県
政令指定都市
（とりまとめ団体）

津幡町での活動

任用団体
（自治体など）
採用期間：5年間
（1年更新）

主な職種
にほんごカフェ
月1回程度で開催
国際交流に興味のある日本の方、日本語を
学びたい外国ｊの方、どちらもご参加頂けます。

ハロウィンパーティー
2019年10月26日(土)
シグナス多目的室にて

ALT（Assistant
Language Teacher）
小・中・高等学校で
の語学指導（5,234
名）

CIR（Coordinator for
International
Relation）
翻訳・通訳や国際
交流イベントの企画
実施（514名）

SEA（Sports
Exchange Advisor）
スポーツ指導を通じ
た国際交流（13名）

計5,761人（2019年7月時点）
地球人講座
年3回実施

「広報つばた」のp20あたりに、
国際交流員が書く「つばた空港」の
記事が掲載されています。

世界各国の文化・社会事情やその歴史の背景を紹介

幼稚園、保育園、小学校などにも
定期的に訪問します。

例会Report

その他、町外のイベントにも
協力参加して盛り上げています。
（写真は、内灘町・世界の凧の祭典
（毎年5月GWに開催））

参考資料：
一般財団法人 自治体国際化協会HP（2019年パンフレット）
http://www.clair.or.jp/index.html
津幡町HP 教育委員会・生涯学習・国際交流
http://www.town.tsubata.ishikawa.jp/soshiki/shougaikyoui
ku/exchange.html

今日の卓話は２０１６年７月より津幡町国際交流員となられたナカムラ・ヨシミ様です。イリノイ州シ
カゴから来た日系二世のアメリカ人だそうです。アメリカの大学では映画とアニメーション制作を専
攻し、フリーランスで映画の編集やアニメーションなどをしておられたそうで、明朗活発でとても
チャーミングな女性です。
津幡町国際交流員としての主な仕事は、大きく分けると次の４つとのことでした。
①日本語カフェ：日本語を話したい外国人と世界の文化を知りたい日本人が集まり、気軽に会話
をする場の提供。②地球人講座：外国人の講師を招き、世界各国の文化・社会事情やその歴史
の背景を紹介し、異文化理解を促進するプログラム。③ハロウインパーティ：仮装してハロウインに
まつわるゲーム等の企画。④ジャパンテント：津幡町への留学生と住民との交流の架け橋役。
質疑応答の際「津幡町は住みやすくて好きな町」とお話しいただき嬉しい気分になりますし、地方
活性化のヒントを頂けた様な気がしました。
ナカムラ・ヨシミ様の益々のご活躍をお祈り申し上げます。
イラスト：いらすとや 様

ニコニコBOX・ロータリー財団・
ポリオプラス・米山奨学会寄附
沖見 好秀、横見 健太、粟田 卓二、岡本 壮生、
西 茂、岡田 等、米田 誠、原田 充、高松 祐輔、
蔵西 順治、村谷 哲也、勝崎 猛

