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【１０月は職業奉仕月間・米山月間】

☆ 司会進行 SAA – 森本弘之 君
＜ビジター＞
＊有田 2000RC
平松一彦 君

＜ゲスト＞
＊御坊南 RC 会長
楠本勝彦 君

第 877 回例会 2014 年 10 月 22 日

（1 ）11/20（ 木）の 例会は、ロータリーデー夜間例会（有田
2000RC との合同例会）のため 19 時より橘家変更
○地区より地区大会・チャリティー記念ゴルフ大会の参加のお
礼が来ています。
○那智勝浦 RC より創立 50 周年記念誌が届いています。
○｢東京にオリンピックを呼んだ男（和田勇）｣が 10 月 11 日にテ
レビ放映されました。その DVD が届いていますので見たい
方は DVD をお貸しします。
本日のプログラム

＊米山奨学生
ゲニヨー・エリック 君

会 長 告 知

会長 小池佳史 君
１０月２５日、地区大会が開催され選挙人会議の結果を報告
します。
（１）２０１７―２０１８年度がガバナーノミニー選出に関する件。
郵便投票の方法を取ることに賛成７２、反対３、態度不明６と
なり賛成多数で可決され、本年１１月２５日までに推薦要請
がされることになります。
（２）地区賦課金に関する件。各クラブ１員１名につき１２，０００
円で可決しました。
（３）地区大会賦課金に関する件。各クラブ１人３，０００円のクラ
ブ人数分の負担とし登録出席者１名につき８，０００円で可
決しました。
（４）地区ガバナーの許可を得ない又書類及びその団体を廃
止する件の決議の件は、賛成３、反対圧倒的多数で否決し
ました。
今回の選挙人会議の議案の決定は地区を正常化する会の
努力により、２６４０地区の混乱をおさめる方向に向かっていけ
る決定だと思います。ただ、それまで２年間は注意深く２６４０
地区の動向を監視していく必要はあると思います。
幹 事 報 告

幹事 栗林久一 君
○11 月のロータリーレートは 1 ドル＝１０６円です。
○有田 2000RC 例会休会のお知らせ
（1）11 月 5 日（水）は、11/2～3 一泊例会に変更になります。
（2）12 月 17 日（水）は、12 月 20 日（土）クリスマス例会に変更
になります。
（3）12 月 24 日（水）は、クラブ定款第 6 条第 1 節に基づき、理
事会の決定を経て休会とさせて頂きます。
○有田 RC 例会変更のお知らせ

｢私の人生観｣
区奨学生 ゲニョー・エリック 君
みなさんこんばんは。私は和歌山大学観光学部の 2 年生で
す。お世話頂いているのは御坊南 RC です。
発表するときの一番大切なことはメッセージを伝えることだと
言われました。
これからの３０分でみなさんにメッセージを伝えられるかあまり
自信がないです。でも、みなさんに覚えて頂きたいことは｢相手
の文化を認める｣と言うことです。
まずは、私はフランスのパリで生まれ育ちました。そして私の
生まれた１９区は移民の多い地区です。
フランスで生まれて、パリで育てられました。パリの 19 区です。
みなさん知っている所は、パリの 1 区あたりかも
知れません。あそこは、ルーヴル美術館とか
オペラ座があり、8 区にはエッフェル塔
があります。19 区は、誰にも知られて
いません。有名な所もありません。
実は、18 区から 20 区まで移民が
一番多い区です。私の祖先は北人
からきていました。ベルギーの境界辺り
です。ホルヒデの２００人の小さな町から
です。移民は０です。彼らは外国人を見たことの
ない人が結構います。パリに住んで夏休みの時は戻っていた、
だから移民族が多い所と全然ない所で育てられました。17 歳
までそのペンゼで生活し高校卒業しました。
その時は未熟で、何をやりたい
とか全然わからなかった。私のか
わりに他の人が将来のプランを
立て、その人にとって私は生物を
学校で勉強する事です。
生物学者になって結婚して家
を買って子供を育てて引退してと、
それに納得できなくてあきらめて
他のプランを立てましたが、満足
出来なくて他の大学を選びまし
た。

今度はアジアの文化を紹介する過程を選んで、その過程の
中で日本語を勉強し始め３年で学習をおえて卒業しました。

日本へ行くきっかけは 2 つ、まず日本人は愛想がいいです。
何回も道に迷って日本人にお願いして、日本語が全く喋れな
いのに親切にわからない英語で必死に教えてくれてありがたい
と思いました。あとは道の事。パリに行った人はパリの道は汚い
と知っていると思います。それで日本に行ってからとても羨まし
く思いました。道は全てキレイです。ゴミ箱はないのにキレイで
す。パリは道がめちゃくちゃ汚いです。
後は日本の料理の事です。私は個人的に寿司が大好きで
全体的に納豆以外は大好きです。朝ご飯はフランス人にとって
はパンでなければむずかしいです。後はコンビニです。フラン
スの店ではだいたい 7 時までです。コンビニは 24 時間なのでと
てもよかったです。広島に行ったときは、原爆の事が記憶に残
りました。
２回目に日本に行った時は、観光客が行かない所へ行きた
くて本州より九州を目的地にしました。それで福岡・長崎などに
行き、そして前の旅に行けなかった所を含めて本州に戻って京
都の金閣寺をのがしたので行きました。そして最後に高野山に
も行きました。大学に通っていた時の先生に高野山の事を紹介
してもらい、高野山に行ってみたいと思いました。びっくりしたの
はフランス人が多かった事です。聞いてみたら｢2004 年に世界
遺産に登録された｣って言っていました。その素晴らしい 2 つの
旅をした後は、フランスに戻ってこれからどうすればいいのかわ
かりませんでした。
また学校に行っても、その学習後どのように伝えればいいの
かわからなくて他の専門も選んだ方がいいのかと思って私のお
じいさんに相談し答えがでてきました。今の 3 年間で道を間違
って、今これから生物学のベースに戻った方がいいことでした。
でも、私の父が自分の父に賛成できなくて私は今、日本語を勉
強してるし、他の国にたいへんな国があるのでこれからあなた
にとっては観光学を覚えた方がいいじゃないかという話になっ
て、観光学のある大学に入学しました。その短大っていうのが 2
年です。
観光学には 2 つのコースがあり、１つは、おもてなし歓迎コー
ス。外国人を迎えるコースです。もう１つは、国民たちフランス人
を他の国におくるためのコースです。私はそのおもてなしコー
スを選んで、いろいろな経験ができました。観光協会で仕事を
やったりしました。
毎日立派なリゾートに泊まってとてもすごい時間を過ごして、
その村に行ってプライバシーを守らなく、その人の家に入って
しまいます。こんな観光の経験はしたくないです。観光客むけ
のリゾートに泊まるのはそこに泊まって、地元の人と交流するき
っかけが全くないからです。その方達がどんな生活をおくるの
かわかりません。帰った後、もっといい観光ができるような方法
を調べました。ユネスコが提案したいろいろな概念を調べまし
た。いろいろな提案をして、目的としてお互いの文化を尊重す
るため活動をたくさん行っています。その活動の中で 1972 年に
ユネスコの世界遺産は作られました。目的は遺産を守り、次ぎ
の世代に引きつげるようにいろんな規則を作りました。

その世界遺産を守る目的といっても結局どうなりましたか？ピ
ラミッドは観光場所になってしまいました。ユネスコもその反応
にびっくりして一生懸命解決方法に取り組んでいると思います。
や っ ぱり 観光の 事も あら ためて 考え る必 要 性 あると思 い ま
す。・・・・・・

リゾート観光もいいですが、熊野古道を歩くという巡礼の旅も
いいのでは？グループ旅行、団体旅行よりもこれからは個人旅
行してその地元の人とコミュニケーションをとってお互いに相手
の文化を理解すること、尊重することのできる旅をすることがい
いのではと思います。

ニコニコ箱

SAA 森本弘之 君
◇有田 2000RC 平松一彦 君 本日、お世話になります。
◇御坊南 RC 楠本勝彦 君 エリックがお世話になります。
◇小池佳史 君 地区大会で 2017-2018 年度のガバナーノミニ
ーが地区を正常化する会の案で決定しました。
◇尾崎達哉 君 平松さん、楠本さんようこそ!!
◇細川幸三 君 今日はお休みして申し訳ありません!!
出席報告

出席委員会 雑賀鈴夫 君

会員数

欠席者

出席者

16名

5名

11名

10月17日

免除会員 出席率
1

の修正出席率

68.8%

なし

ROTARY CLUB SONG

君 が 代
奉 仕 の 理 想
バースディソング

次回例会のご案内
★11/12 例会は
細川幸三君の会員卓話です。

