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会長卓話 

 

小宮山大介 会長 

皆様こんにちは。先週は例会を早退させていただき、

1 週間カナダへ行かせていただきました。ありがとうご

ざいます。 

という事で、本日はそれにまつわるお話をさせて頂き

ます。話の筋はフェイスブックの投稿からです。 

 

さて airbnb はご存知でしょうか？使ったことがある方

はいらっしゃいますか？昨年のカナダ旅行に引き続
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き、今回も旅の宿は airbnbにて手配しました。日本に

居ながら世界中の民泊物件が予約できてしまいます。

貸主と借主をつなぐ仲介運営サイトが通称エアビー

です。192 か国で展開し、多くの訪日外国人にも使わ

れています。ただ日本では法律上の制限が設けられ、

あまり発展していないのが現状です。しかし海外では

写真のような物件が格安で手軽に手配可能です。し

かもオーナーとのやり取りで鍵の受渡方法、駐車場、

近所のお勧め情報なども入手可能です。 

 

続きまして車に関して、まずレンタカーを借りる時に、

日本でも様々な分野で最近は重要事項説明が必須

ですが、海外でも同様なようです。これはかなりの英

語力が必要です。そしてカナダの特筆すべき交通事

情は、とにかく人が優先！ 

横断歩道では必ず皆、止まります。そして 4way stop

というシステムが秀逸です。全方向の一時停止義務

です。日本では我先に行きたがる感じですが、本当

に完璧に先行した車が優先で、気持ちの良いルール

が徹底しています。最後に制限速度事情。街中は皆、

ゆっくり安全走行ですが、市街を抜けると一転します。

大体が 100キロ制限。片側 1 車線道路で 100 キロオ

ーバーの車が対向します。（けっこう怖い…）国土が

広いので、そのくらいスピードを出さないと着きませ

ん！ 

 

三枚目のスライドは余談です。今回の旅の目的の一

つは、1 年間のステイから引き上げる娘の荷物持ち帰

りでした 

お陰で荷物が少なくなった娘は、2 か月ほどヨーロッ

パを周って帰るそうです… 

 

4枚目のスライド 

とにかく地元のマーケットが好きなんです。雑多な感

じですが、購買意欲がそそられます。 

そしてお酒。日本でも IPA が流行っていますね。（小

江戸ビール ヨナヨナエール等）本当にたくさんの種

類、小さな醸造所が点在していて面白いです。そして

cider もおいしかったです。 

 

そして最後は、今回の旅で初めて採用した GOPRO

（小型アクションカメラ）発売から 5 年以上たっていま

すが、進化を重ね、そろそろ最終進化系かと思い購

入しました。これがとにかく凄い！画像は言うまでもあ

りませんが、編集ソフトが凄いのです。素人が簡単に

プロ並みの編集が出来てしまいます。やはり AI 技術

の進化です。 
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現地のロータリアンにも会いました。港で催し開催の

写真です。 

 

本日は本当にプライベートな話ばかりで大変失礼い

たしましたが、これにて会長挨拶を締めさせて頂きま

す。 

 

幹事報告 

 

大濱裕広 幹事 

皆様、こんにちは。お客様ようこそ。本日もよろしくお

願いいたします。それでは幹事報告いたします。 

（地区より） 

・地区大会の案内が来ております。本年度は 11 月 9

日(土)ロイヤルパインズホテル 12時 30分登録 1時点

鐘、10 日(日)越谷コミュニテーセンター12 時登録 12

時 30 分点鐘、にて開催予定です。全会員登録となり

ますので、よろしくお願いいたします。また、地区大会

のリーフレットが届いておりますので、皆様のメールボ

ックスに入れておきます。今週、案内を送りますので

よろしくお願いいたします。 

 

・財団ニュース 10 月号が届いております。事務局に

ありますのでご確認お願いいたします。 

（クラブより） 

・第８グループ新井ガバナー補佐より、10月 24日ポリ

オデーイベントの案内が来ております。越谷駅東口

駅前高橋ビル 5階に午後 4時に集合いたしまして、4

時半から5時半まで募金活動を行う予定です。後程、

案内を送りますので、皆様の参加をお待ちしておりま

す。 

・越谷東ロータリークラブ様より第 18回越谷市高校野

球大会のご案内が来ております。日時は 11月 3日午

前 8 時より、越谷市民球場で行われますので、皆様

のご参加、よろしくお願いいたします。 

・地区大会記念ゴルフ10月7日（月）組み合わせ表を

送りましたのでよろしくお願いいたします。 

・出席会場委員会より、今月の例会の案内を送って

います。休会、市民祭りでの例会変更がありますので

お間違えの無いようにお願いいたします。 

・皆様からご協力いただきました北九州及び千葉県

台風被害による被災地への義援金 53,000 円を振り

込みいたしました。 

 

結婚・誕生日祝い 

 

誕生日祝い  伊藤会員・木村会員・酒井会員 

結婚祝い   会田会員・浅野目会員・岡崎会員 

須賀会員 
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委員会報告 

 

米山記念奨学委員会 木村委員長 

今月は米山月間です。ご協力をお願いします。 

タンヨウさんの就職が決まりました。通訳です。 

 

 

社会奉仕委員会 伊藤委員長 

越谷市民まつりのご参加とご協力をお願いします。

懇親会は 17時から若松で、会費は 7000円です。 

九州、千葉の義援金のご協力ありがとうございまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話 

 

世界に一人の大切なあなたへ。 

〜LGBを通して考える「多様性」とは〜 

「レインボーかたつむり」協会 

 代表理事鶴岡そらやす様 
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・ 鶴岡そらやす様。本日は卓話宜しくお願い致し

ます。 

小宮山大介 

・  鶴岡そらやす様。本日の卓話宜しくお願い致しま

す。                     大濱裕広 

・ 結婚祝いありがとうございます。 

会田謙二･岡崎 勲･木村二夫･須加篤史 

･  誕生日祝いありがとうございます。 

酒井新樹 

･ 誕生日祝いありがとうございます。市民まつりの参

加とご協力よろしくお願いします。      伊藤 純 

・ 鶴岡様、卓話よろしくお願いします。 

大熊正行 

・ ご無沙汰致しました。今朝の NHKテレビで美味

しい玉子サンドの作り方をやっておりました。録画

しました。須賀さん、玉子売れますよ。 浅野目猛 

・ 須賀さん、一年もちましたね!おめでとう！ 

                        小林光則 

・ 虎は野球も病院もダメですね。野球は鳥谷を見

捨て、病院は私を見捨てました。   吉澤晴雄 

・ 本日もよろしくお願いします。 

高 瑠美子・佐藤 要・松井昭夫 

・ 欠席が続き申し訳ございません。   太田靖彦  

・ お客様ようこそ。先週欠席すみません。いまだ風

邪が治りません。             渡辺裕介 

・ 世界平和の為に。            関森初義 

出席報告 

会員数          46名 

出席免除者       5名 

出席者          28名 

欠席者           18名 

出席率           68.3 % 
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