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数

49（42）名

本日出席率

64.45％

本日出席数

29（26）名

5／11分修正出席率

80.95％

ゲスト： 亀ヶ谷純子

様（横浜港北 RC）

ビジター： 下山

様（第５グループ南ガバナー補佐

清隆
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様（横浜南陵 RC 副会長）
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〃

幹事）

		

堀口

好美

様（

〃

青少年奉仕委員長）

		

三森

康伸

様（

〃

次年度副会長）

		

山田

雅一

様（

〃
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◎今週メークアップへ行った会員
５／ 16

現・次地区役員・ガバナー補佐・地区委員長引き
継ぎ会議（宮田会員）

《合唱歌詞》

英一（東京ＲＣ）

前田和一郎（京都ＲＣ）

萩原

奉仕の理想

作詞

作曲

なりわい

奉仕の理想に
集いし友よ
御国に捧げん
我等の業
望むは世界の
久遠の平和
めぐる歯車
いや輝きて
永久に栄えよ

我等のロータリー
ロータリー
本日の
BGM

点

横浜南陵 RC）

◆次回（2019 年 6 月 8 日（土））例会予告◆

研修フォーラム
岸 厚子

令和元年 5 月 25 日（土）

５／ 17

拡大増強委員会（宮田・岸

５／ 23

第５グループ南北・新旧合同会長・幹事会（角井・
青柳・鈴木康昭・藤田

各会員）

各会員）

５／ 23

横浜南陵ロータリークラブ（渡邉会員）

５／ 23

横浜鶴見北ロータリークラブ
（水谷・川﨑

≪会長報告≫

角井

各会員）

幸一

会長

１．本日、例会後、例会会場におきまして、臨時総会を
開催いたします。ご出席いただきますようお願い致

「どんなときも」

します。
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２．５月 23 日（木）新横浜国際ホテル南館３階にて、第
５グループ南北・新旧合同会長・幹事会が開催され
ました。青柳幹事

鈴木康昭会長エレクト

藤田次

年度幹事と私とで出席してまいりました。

≪卓話≫
「半世紀超えの青春の夢を」
74 才、97 日間のマルタ共和国留学生生活
亀ヶ谷

純子

様（横浜港北 RC）

≪幹事報告≫
青柳

隆之

幹事

１．本日、例会後、2018 − 19 年度第 3 回クラブ協議会を
開催いたします。その後、2019 − 20 年度クラブ協議
会も開催いたします。ご出席いただきます、現・次年
度理事・役員・委員長の皆様宜しくお願い致します。
２．明日、5 月 26 日（日）、
「春の家族会」開催されます。
ご出席いただきます皆様宜しくお願い致します。集合
場所は市営地下鉄「弘明寺駅」鎌倉街道沿い、
（関内
方面）集合時間は、7 時 15 分です。

皆さんは

若かりし頃

どんな夢をお持ちでしたか？

３．
５月 31 日（金）
、留学生会館において令和元年度留学生

私は 20 歳の頃、外国暮らしに憧れて、留学したい！とい

会館スプリング・パーティーが開催されます。ご出席の

う夢がありました。その夢は叶わぬまま結婚し、以来、半

皆様宜しくお願い致します。

世紀、日々の生活に追われてまいりました。

４．６月１日（土）
、鶴見区の常倫寺にて、YE18 － 19 受け

昨年、主人の七回忌を無事済ませ、ほっと、一息。遅れ

入れ学生近況報告・19 －20 派遣学生オリエンテーショ

ばせながら、自分自身の人生を見つめなおしてみようと思い

ン⑥が開催されます。ご出席いただきます関係各位の

たち、この際思い切って『半世紀越えの青春の夢を実現し

皆様、宜しくお願い致します。

てみよう！』と思いつきました。当初は長期の日本脱出など、

５．他クラブより例会変更の案内がきております。詳細は事
務局にお問い合わせください。

地元ボランティアのお仲間など、多くの皆様の優しいご理解
とご協力を頂き、実現することができました。心から感謝し

≪委員会報告≫
・ロータリー財団委員会

絶対に無理だと思いましたが、クラブの皆様、地区の皆様、

ております。

鳥山

直樹

委員長

新横浜 RC ウーリッヒ・クルツ氏のお世話で、安全、安

武内俊郎・鳥山直樹、各会員よりご寄付頂きました。

心な留学先候補地としてカナダとマルタをご提案いただきま
したが、寒いカナダは避けました。そこで知り合いもいない
マルタ共和国でホームステイしながら、昨年 9 月 21 日から

・米山記念奨学委員会

武居

正則

委員長

武内俊郎・鳥山直樹・田島文男、会員よりご寄付頂き
ました。

12 月 26 日までの 97 日間、学生生活を体験してきました。
マルタは地中海のど真ん中 ,

面積は 316 ㎢、横浜市の約

7 割の小さな島国です。自然な良港に恵まれていて、地中
海航路の要の立地故に、周囲からの侵略の歴史の連続で
した。侵略を受けたローマからはキリスト教を、アラブから
はマルタ語の土台となるアラビア言語を受け継ぎました。
1974 年にイギリスから独立し、マルタ語・英語を公用語と
しますが半数以上の方がイタリア語も理解できます。様々な
文化の融合により世界中の観光客を温かく迎え入れる土壌
を持つ、とても安全な観光立国です。
マルタではシンプルライフを心掛けました。バス以外の車
も乗らず、日本ではつけっぱなしだったテレビも見ず。携帯
電話やラインも止めて、コミュニケーションは FACE TO
FACE だけ。寒い季節になれば持参の洋服を重ね着して工
夫し、化粧もせずに固形石鹸一つで、髪の毛も顔も体も、
洗濯も済ませました（笑） 美容院にも行かず髪はホストマ
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マに 2 回、カットしてもらいました。午前中は英語学校で、

「この婆さんはだれ？

どんな人？」私の事を誰一人知ら

午後は世界中の若者たちとの生活を楽しみました。運動靴

れない世界で、自分の歳も忘れて、生まれたままの素の自

にザックを背負い、バス代の小銭をポケットに、良く歩き回

分で暮らした 97 日間は、人生初めての自由な生き方でした。

りました。週一回のウォーキングやお国自慢手料理を楽しみ、

その気になれば、誰でも簡単に安全に楽しむことの出来る

お蔭で体重も 4 キロ痩せて、今が一番元気！と感じました。

素晴らしい体験ですので、皆様にも是非、お薦め致します。

もっとも、帰国してお正月で一気に 3 キロ太りました。

思い切って行ってみて本当に良かった！足りない事だらけの

無事に卒業はしましたが、肝心の語学力は中々、上達し
ませんでした。やはり、私の語学留学は、遅すぎた感があ

自分を発見できました！多くの皆様のお蔭で実現できたこと
を、心から感謝しています。

ります。実は半世紀越えの夢の実現は、甘いものではなく、

最後にマルタ滞在中のロータリーライフについて。

改めて自分の老いを実感しました。

滞在中は毎週、東京ピースウイングロータリー E クラブに

１つ
２つ
３つ
４つ

目の衰え

( 老眼鏡なしでは生活できなかったのに、

メイクアップさせていただきました。孤独感もあった中で、

1 か月間で連続 5 つの老眼鏡が壊れた！

オンラインで流れてくる点鐘の音を聴くだけで仲間に包まれ

耳の衰え（検査ではさほどの異常なしなのに、聴き

るような心地で癒されました。マルタにある三つのロータリー

取れない！

クラブの例会にも参加させて頂き、バナーの交換もできまし

年代の違い（学校の課題も、学生仲間の話題も、知

た。自分の中でロータリーライフが如何に深く根付いている

らない固有名詞ばかりでついて行けない！

のかを実感し、驚きました。

IT（ワッツアップ・スカイプ・ズーム。学校の授業も
コミュニケーションも IT ばかり！

以上で報告を終わります。ご静聴ありがとうございました。
今後ともご指導のほど、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

ヘレンケラーの４重苦を思い出しながら、最初の一ヶ月は

《プロフィール》

必死で若者を追いかけ、頑張りました（笑）
ラトビア、ウクライナ、コロンビア・・・
から仕事を休んで、或いは辞めて・・・
親子で、海外ツアーの団体として・・・

お金を貯めて

１人で、夫婦で、

亀ヶ谷純子（かめがや
株式会社カメガヤ

じゅんこ）様

名誉会長

みなさん夫々の留

2012 年、亡夫・亀ヶ谷邦博（2007 〜 08 地区ガバナー）

学生活を楽しんでいました。母国での日常のしがらみを上手

の後を引き継ぐ形で横浜港北 RC に入会。地区 RA 委員会、

に切り捨てて、自身の人生を豊かにするためにマルタに集

社会奉仕委員会、米山選考委員会でお世話になりました。

まってきた人たち。交流を通じて、様々な国の歴史や文化や

カウンセラーやホストママなどの体験、エチオピアやインド

習慣にふれ、様々な年代の価値観や人生観にふれて、自分

などの支援活動などを通じてロータリーライフを楽しむ機会

の人生を見つめなおす機会となりました。

に恵まれ、ロータリーには感謝の気持ちでいっぱいです。

実はマルタからヨーロッパ各地へは、数千円・数時間で

目下、地元のボランティア活動（老人ホーム・小学校特別支

気軽に行き来できます。私も休暇を取って、イタリアとドイツ

援学級・障害者支援施設ほか）に夢中です。

へ行ってまいりました。イタリアでは、一人で移住しイタリ

横浜港北 RC 次年度幹事。

ア語を学び、終のすみかを作り上げている 70 過ぎの日本女

8 人の孫のばあば。

性と一週間、一緒に暮らしました。だれにも頼らず、人生

趣味は温泉・ウォーキング・手抜き料理・野の花摘み。

を切り開いている彼女の強い生き方から、大きな力をもらい
ました。ドイツでは、約 150 年前にクナイプ神父が確立し

≪スマイルレポート≫

た自然水利用の免疫療法を体験してまいりました。ドイツ人

亀ヶ谷純子様（横浜港北 RC）
：本日はつたない卓話では

の愛する自然で穏やかな生き方や文化を学ばせていただき

ございますがおつきあいの程、どうぞ宜しくお願い申

ました。

し上げます。

私はこれまでの人生、色々拘って頑張ってきましたが、一

新会員 山田雅一様・ガバナー補佐 下山清隆様・
（現）幹

体何が大切で、何が左程でもないのか？人生で大切なこと

事 米谷進一様・
（次）副会長 三森康伸様・青少年奉仕

はそんなに多くはないのでは？と思えてきました。多様な人

委員長 兼 地区インターアクト委員 堀口好美様・
（現）

生観を認め合い、尊重し合う優しさを学び、自分の人生は

副会長 渡辺貴浩様（横浜南陵 RC）
：毎度！お世話に

100％自分で作っていく！世界の若者達の逞しくも愛情溢れ

なっております。本日は新会員研修の一環と致しまし

る生き方に学ぶ素晴らしい貴重な体験でした。これからは、

て、私ども高田年度に入会された新会員５名の内１名

今までの既成概念に捕らわれずに、のびやかに、たおやか

とともに、計６名でお邪魔させて頂きました。宜しく

に生きていきたいと願っております。

お願い致します。
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角井幸一会長・武内俊郎副会長・青柳隆之幹事：本日の

宮田彰久会員：亀ヶ谷純子様、本日は宜しくお願いしま

卓話「半世紀超えの青春の夢を」74 歳、97 日間のマ
ルタ共和国留学生生活

横浜港北 RC

亀ヶ谷純子様、

す。南陵 RC の皆様ようこそ。おいでくださいました。
鈴木康昭会員：本日次年度クラブ協議会よろしくお願い

宜しくお願い致します。

します。

石田健二会員：亀ヶ谷さん、本日の卓話、よろしくお願
いします。皆さん大変楽しみにして居られます。

青木理会員：亀ヶ谷様、卓話ありがとうございます。
福本学会員：昨日は情報集会お疲れ様でした。ありがと

蒲隆夫会員：亀ヶ谷純子様、地区では大変お世話になり

うございました。水谷さん、ご馳走様でした。

ました。今日の卓話とても楽しみにしています。南陵

小野澤寿一会員：前回はお祝いありがとうございました。

ロータリークラブの皆様ようこそ。

美松寛昭会員：結婚祝い、お花ありがとうございました。

平野忠弘会員：亀ヶ谷さんの卓話を楽しみにしています。

来年はまだ記念日があるのでしょうか？心配です。

お忙しいのに御苦労様です。
萩生田義久会員：情報集会、宮田・小野両会員お世話様

本日のスマイル

24 件

でした。
岸厚子会員：横浜港北 RC

亀ヶ谷様、今日は卓話あり

（今月の会報担当

種市

がとうございます。すみませんが大幅に遅刻します。
水谷透会員：横浜港北 RC

亀ヶ谷純子様、いつもお世

話になっております。本日の卓話宜しくお願い致しま

◎スマイルリクエスト
新堀史明

す。

会員「ブルー」

高校時代の苦い思い出がよみがえる曲です。

春の家族会

JAXA つくば宇宙センター見学・潮来十二橋めぐり
開催

2019 年５月 26 日（日）

5 月 26 日（日）「春の家族会」が開催されました。20 名の会員とその家族の方々の参加で、お天気にも恵
まれ、楽しい家族会となりました。ご参加いただきました皆様、又、協賛をいただきました皆様、ありがと
うございました。

親睦活動委員長
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松宮 宏行

誠）

