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鐘：鈴木

合

唱：それでこそロータリー

会

員

康昭 会 長

数

49（40）名

本日出席率

79.06％

本日出席数

34（31）名

10／12分修正出席率

87.5％

◎今週メークアップへ行った会員
00 ／ 00 パレスチナ植樹プロジェクト（鈴木康昭・水谷・槇・
岸・渡辺義隆・青木・下村

東日本大震災の体験談
南警察署長

令和元年 11 月 9 日（土）

阿部

篤

様

各会員）

10 ／ 21 地区大会実行委員会（宮田会員）
10 ／ 25 地区大会（鈴木康昭・藤田・宮田・岸

各会員）

10 ／ 30 横浜あざみロータリークラブ（宮田会員）
11 ／ 1

みなっち杯えきでん（青柳・川﨑・里見・宍戸・島・
新堀・武内・武居・角井・藤田・松井・宮田・平野・

◆次回（2019 年 11 月 30 日（土））例会予告◆

渡辺洋子・伊藤雄一郎

夜間例会
点鐘

18：00

11 ／ 6

RYLA 委員会（青木会員）

ゲスト： 井原

《合唱歌詞》

静かな 静かな
里の秋
お背戸に木の実の
落ちる夜は
ああ母さんと
ただ二人
栗の実 煮てます
いろりばた

里 の 秋

		

各会員）

呂

裕一

宜雅

様（横浜南 RAC OB）

様（米山奨学生）

ビジター： 大堂

蒔夫

様（横浜中 RC）

嵜木

清隆

様（横浜西 RC）

≪会長報告≫

鈴木

康昭

会長

１．先日はパシフィコ横浜会議センターにて、地区大会
が開催されました。ご出席いただきました会員の皆
様ありがとうございました。地区大会の際に、
「歴
史を作るカウントダウン」キャンペーンの感謝状を
いただきました。また、轟 淳次ガバナー、小山 宏

本日の
BGM

明大会委員長よりお礼状が届いております。

「庭の千草・アニーローリーメドレー」
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２．11 月１日（金）
、清水ヶ丘公園にて、みなっち杯え
きでんが開催されました。伊藤雄一郎社会奉仕委員

①

日本での留学生活

長をはじめ、お手伝いいただきました皆様ありがと
うございました。
３．10 月 29 日より 11 月 3 日まで、「パレスチナ植樹プ

2019.11.09(土)
世話クラブ ： 横 浜 南グラブ
米 山奨学生：呂宜雅(ロギガ)

ロジェクト」に行ってまいりました。水谷国際奉仕
委員長をはじめ、ご参加いただきました皆様ありが
とうございました。
４．本日、2020-21 年度役員・理事を通知いたしました。
12 月 7 日（土）例会後、年次総会を開催いたしま
すので、全員のご出席をお願い致します。

≪幹事報告≫

藤田

伸哉

1

②

自己紹介

• 名前：呂 宜雅 (ロ ギガ) Nina (ニナ)
• 出身：台湾・台北
• 大学：横浜市立大学国際マネジメント研究科
• 研究：情報システムにおける消費者行動
• 趣味：ジョギング、読書、旅行。

幹事

１．本日、
例会後第 5 回理事会が 10 階にて開催されます。
ご出席いただきます理事・役員の皆様宜しくお願い
致します。
２．来週より秋季情報集会が開催されます。12 日が A
グループ、18 日が B グループ、16 日例会前に D グ
ループ、
20 日 C グループです。各リーダー・サブリー
ダーをはじめ、ご出席いただきます皆様よろしくお
願い致します。

③ 経歴

３．11 月のロータリー財団のレートは、変わらず 1 ド
ル 108 円です。

今

４．他クラブより例会変更のご案内が届いております。
詳細は事務局までお願いします。

≪委員会報告≫

22歳

髙橋

2017年4月
横浜市立大学大学院博士課程入学
2016年4月
台湾タバコと酒株式会社休職
東京日本語教育センター入学

30歳
24歳

・ロータリー財団委員会

34歳

31歳

常男

2009年7月
台湾タバコと酒株式会社入社

2007年6月
東呉大学大学院修士課程入学

委員長

5

髙橋常男・岸厚子・角井幸一、各会員よりご寄付頂き
ました。

・米山記念奨学委員会

④ 東京日本語教育センター
萩生田

義久

(Japan Student Services Organization, JASSO)

委員長

2016年3月～2018年4月 (2年間)@東京新宿区

髙橋常男・岸厚子・萩生田義久、各会員よりご寄付頂
きました。

≪卓話≫

日本での留学生活
呂

宜雅

様

カンボジア

ミャンマー

ラオス

ブルネイ

シンガポール

⑤

台湾の冬至
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台湾の旧正月

タイ

⑥

⑪

横浜市国際学生会館

(Yokohama International Student House, YISH)

ロータリーへ感謝の気持ち

2018年4月～2020年3月＠横浜市鶴見区

12

19

⑦ YISHの掲示板

⑫ ロータリーへ感謝の気持ち

34歳誕生日
＠モンゴル

13

20

⑧出前授業

⑬

①2018.09.04 旭小学校5年生

⑦2019.07.03 六浦南小学校4年生

②2018.10.25 南中学校1年生

⑧2019.07.04 日野南中学校3年生

③2019.01.31 下田小学校4年生

⑨2019.10.08 三ッ沢小学校6年生

④2019.02.06 横浜女学院中学校1年生

⑩2019.10.30 善部小学校5年生

⑤2019.02.19 瀬谷中学校2年生

⑪2019.11.01 下野谷小学校5-6年生

⑥2019.06.21 上瀬谷小学校5年生

⑫2019.11.21 小田中学校1年生

ロータリー米山との絆が続く
ように願っています。
2021年世界米山学友会、
台湾・台北で会いましょう！
つづく

呂宜雅(ロギガ)
Nina(ニナ)
台湾：+886-926-053-965
style7428@hotmail.com
Line：Style7428
21

14

⑨

≪卓話≫

イニシエーションスピーチ 「つながり」
佐藤
2018.09.04 旭小学校5年生

2019.06.21 上瀬谷小学校5年生

一明

会員

2019.01.31 下田小学校4年生

2019.07.04 日野南中学校3年生

15

⑩ 生徒からの手紙💛💛

ただいまご紹介いただきました、佐藤一明でございま
す。9 月 14 日に平野忠弘様、武内俊郎様、蒲隆夫様の
ご推薦により入会させて頂きました、本日はイニシエー
ションスピーチをさせて戴く機会を戴き大変ありがとう
18

ございます。入会して間もない右も左もわからない私に
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こんなにも早く皆様の前でお話をさせて戴く機会を賜り

体の開催が決定しており、国体強化選手に選ばれていた

有難くもあり、とまどいもあり、複雑な心境です。つた

事が大きかったと思います。

ない話ではありますが暫しお付き合いください。

熱くなりやすい私ですので勉強そっちのけで朝から晩

私は富士山の麓、山梨県富士吉田市の生まれです、緑
豊かな自然と清らかな水に育まれ田舎特有の大らかな人

まで仲間と共にラグビーに明け暮れる高校生活を過ごし
ました。

間関係の中で育って参りました。毎朝美しい富士山の表

ご存知の方も多いと思いますがラグビーは 15 人対 15

情を見ては富士山にかかる雲の量や形を見て、今日は晴

人のチームスポーツです。一つの楕円球を激しく身体を

れだな～・今日は午後から雨だな～などと予想しながら

ぶつけ合いながら、皆で協力し相手陣地に運び込む事を

高校卒業までの時期を過ごしました。

目的としたスポーツです。

小学校から自宅へと向かう帰り道の出来事です。
「おいっ、かずあき

「All For One One For All」ラグビーの基本精神は「一

寄り道してねえで真っ直ぐ家に帰

人は皆の為に、皆は一人の為に」です。

（けえ）れよ！」

目標を達成する為、自己を犠牲にしてでも結果を最優

吉田弁と呼ばれる方言交じりの言葉がどこからともな

先して仲間を生かす事を信条としています。逆に言えば、

く飛んできます。
「かずあき」とは私の名前ですが、近

自己本位の人間が一人としていればチームは機能しない

所に住んでいた「となりのおっちゃん」のいつもの夕方

という事でもあります。

のセリフです、一般的には「近所のおじさん」と言った

先週、ラグビーのワールドカップ決勝がここ横浜で行

ところでしょうが私の育った富士吉田市では親しみを込

われ、日本を破った南アフリカの優勝で幕を閉じました、

めて
「おっちゃん」
と呼んでいました。
「となりのおっちゃ

ラグビーのワールドカップが日本で開催された事は、私

ん」といえば特定の人物を指して呼ばれるように思われ

からすると驚きと共に嬉しく、今でも信じられない夢の

ますが、私の周りにはとなりのおっちゃん・となりのお

ような時間でした。マイナースポーツであるラグビーが

ばちゃんが数十人おりました。幼少の私にとって自らに

日本全国に話題として上がるのは今年だけかもしれませ

関わる大人は全ておっちゃんであり、おばちゃんでした。

んが、正にメージャースポーツへの第一歩を刻む大チャ

毎日のように皆、私の様子を見ながら声をかけ、正しい

ンスになるかもしれません。

事をしていれば頭をなでて褒め、間違った事をしていれ

そうした中で日本中を熱狂させた日本のナショナル

ば頭をはたかれ、叱られもしました。いわば集団監視の

チームの活躍はまさにチーム全員の力であり、ヘッド

中で大人に守られていた事に気付いたのは、随分歳を重

コーチであるジェイミーがチームスローガンに掲げてい

ねてからの事でした。

る「One Team」が実践された

からこそ

だと私は思

富士の麓、標高 800 メートルの地にある富士吉田市で

います。試合の激しさ自体が注目されがちですが、どの

の生活は、勉強の方はそこそこに、ラグビーに明け暮れ

国の試合を見ても試合前の国歌斉唱の際には、仲間と力

る毎日を過ごしました、富士の麓は季節による気温の寒

強く肩を組み、涙を眼に浮かべながら唄う選手をよく目

暖差が激しく、冬場の早朝練習は氷点下に達し、凍りつ

にします。

くような寒さの中で楕円球を懸命に追いかけていたこと
を良く覚えています。

試合前に大の男が涙するなんてと思われるところかも
しれませんが、私にはあの心情がひしひしと伝わってき

ご覧の通りの体育会系男子である私は、好奇心旺盛で

ます。汗臭いですけれど仲間を想いやり、一つの目的の

体を動かすことが大好きなので、あらゆるスポーツを体

為に一丸となる事はラグビーだけでなく人生において

験してきました。中でも山梨県富士吉田市地域の特徴だ

も、とても大切な事であると私はラグビーというスポー

とは思いますが、近隣に富士急ハイランドという大型施

ツを通じて学びました。

設があることから小・中学校の授業には毎週 2 時間、ア
イススケートの授業がありました。

スポーツに青春を捧げてきた私は現在冠婚葬祭業を営
む株式会社メモワールに勤務しております。

２つの選択肢がありましたが、音楽に合わせて踊る

山梨県出身の私が横浜に移り住む事になった理由の一

フィギュアスケートよりは、全身ぴったりのスケート

つに、実はロータリークラブとの出会いがあります、そ

スーツを着用して速さを争うスピードスケートに没頭し

の出会いは 30 年前の大学 2 年生の時でした。既に 2015

てしまい、冬場には、まだ薄暗く底冷えするほどの早朝

年に他界しておりますが当社先代会長であり、この横浜

4 時からスケート場まで両親に送迎してもらい、眠い目

南ロータリークラブの会員として長くお世話になりまし

をこすりながら毎朝練習しておりました。今思えば両親

た渡邊貢会長とは同郷である関係から、横浜、馬車道で

にどれだけの負担を掛けた事かと反省しております。

ロータリー主催の「産地直送のチャリティ野菜市イベン

ラグビーを本格的に始めたのは中学生の頃からでし
た、私の世代が高校 3 年生を迎える年に地元山梨県で国

ト」を行うとの事で山梨県から野菜を運びアルバイトと
してイベントのお手伝いを致しました。
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学生であった私は事情も分からず、山梨県から横浜の

薄化し隣に住む住人が亡くなっていても誰も気付かず数

中心地に向かい想像もしえないカルチャーショックを受

週間・数ヶ月・・・・、2040 年には高齢者の独居世帯

ける事となりました、この日の出来事はその後の私の人

が全世帯の 40％にもなると推計されています。

生に大きく影響する一日となりました。

メディアで孤独死が報じられるたびにどうして孤独死

生粋の田舎育ちである私にとって横浜は大都会でし

を防げなかったのだろうか？

どうしたら孤独死を防ぐ

た。高くそびえ立つビルの多さに上を向いてばかりで首

ことができるだろうか？と考えを巡らせ見えてきたこと

が痛くなり、当時完成したばかりのベイブリッジに驚き、

は、孤独死そのものを防ぐのではなく、それに至る経緯

テレビで見た山下公園を見て感動する、正におのぼりさ

を断つことこそが孤独死を防ぐ最も重要な要素であると

んの状態でした。

いうことです。そのためには、行政による支援・働き掛

チャリティイベント会場には当時の横浜南ロータリー

けだけでは限界があるともいえます。例えば、巡回や話

クラブの重鎮であろう数多くの方々がシルバーグレーの

し合いの場を持つことで心のケアをしたり、お年寄りの

髪を風になびかせ、カジュアルにデニムジーンズを履き

方が集まることのできる場所を提供するなど、
「人のつ

こなし、颯爽とまた次々と現れました。

ながり」を強化し、地域ぐるみでより良いコミュニティ、

20 歳そこそこの大学生の私には、横浜南ロータリー
クラブに所属する方々が神々しく輝いて見えました。ま
さに「格好良い大人を絵に書いたような方々」でした、
僕もこういう大人になりたいとその時強く憧れをも抱き

もしくは新たなコミュニティを形成していけるような活
動が必要だとつくづく感じます。
「いつから私達は他人に興味を持たなくなってしまった
のでしょう・・・？」

ました。

もちろん私は戦後生まれで戦争の何たるかを知る由も

そうしたご縁もあり大学卒業後には現在の会社に就職
し、横浜に移り住む事となりました。

ありませんが、今は亡き私の祖父母には戦後間もない物
資不足の時代には、都会も田舎もなく隣近所助け合って

私はかねてより人の役に立つ仕事がしたいとおぼろげ

生活してきたものだと聞いております。経済の成長期を

ながら考えておりました。人間の儀式に関わる冠婚葬祭

経て豊かになった半面、我々日本人は何か大切な忘れ物

の仕事はまさにそれを実践する場所でありました。

をしているのではないかと感じています。

結婚式やお葬式に関わらず世の中の儀式は家族・親族

平成 7 年に起きた阪神淡路大震災直後、被災した方々

だけの小規模で行われる儀式が増加しつつあります。合

は近隣住民の助け合いの重要性を痛感し、日頃から地域

理化され、無駄な消費が改善されているようにも言われ

のコミュニティ活動を活発化させています。

ますが背景には日本という国に住む人々の人間関係が希

東日本大震災、西日本豪雨、今年の大型台風上陸など

薄化しているという危機的状態が露呈しているとも言え

天変地異に被災するなど悲惨な体験をしてから気付くの

ます。
「高齢化」
、
「世帯人数の減少」、「他人に関心を持

ではなく、平和な現在だからこそ過去の教訓を生かし、

たない」事などにより、誰にも気づかれず孤独死される

官民一体となって人と人との距離を近付けるような働き

方が激増している現状があります。

かけ、人々のふれあいの溢れる地域コミュニティの再構

横浜に移り住み感じる事は人と人との距離がとても遠

築が急務ではないかと思います。

い事です。昨今、一部の教育現場では学級崩壊などの問

少し私の信条が強く入ってしまいましたが、自分自身

題が顕在化しており、「先生が児童を叱れば、児童の親

に少しでも人に役立つ何かができるのではないか、希薄

が先生を訴えるなど、強制的な厳しい指導が行えない」

化した人間関係をもう少し距離の近い人間関係に戻す事

さらには「言っても聞かない」からといって指導の目的

は出来ないのかと時折思いを巡らせます。その度、いつ

で児童や生徒の体に触れでもすれば、やれ体罰やら、や

の日か抱くようになってしまった大人の警戒心や猜疑心

れセクハラやらと指摘される始末です。こうした現状を

を取り払い、信頼を前提とした「つながり」ある人間関

踏まえ、横浜でも学業教育と共に道徳的・倫理的人格形

係が新たに創造される事を願ってやみません。

成を促す教育に力を注がれている学校が増えつつあると

いつの日か私も幼き頃すぐそばで見守ってくれてい

いうお話も伺います。山梨県でとなりのおっちゃんに頭

た、気高き「となりのおっちゃん」となれるよう、精進

をはたかれて育った私には信じられないお話です。

していきたいと思います。

主観的な見解ですが、学級崩壊の背景には「教師の権

伝統ある横浜南ロータリークラブに入会させて頂く事

威の崩壊」
「家庭教育の崩壊（家庭でなされるべき躾が

により奉仕の機会を通じて「つながり」を広める事に努

できていない）
」
「地域の教育力の崩壊」などが言われま

め、頂いた会員皆様とのご縁を大切にし、皆様と共に様々

すが、私は本質的には人と人との距離が遠くなってし

な方が人と人との距離を見つめなおす機会を経験できる

まった事に起因するのではないかと考えております。

ような活動をしていきたいと考えております、

また高齢者の孤独死も深刻な問題です、人間関係が希
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志は高く、また大変多く持ち合わせておりますが、何

分お金だけは持ち合わせがございませんその点を充分ご

26 の保育園より約 400 名の年長児が参加し、無事に開

配慮頂きながら、若輩ではございますが、会員の皆様の

催されました。17 名という多くのお手伝いを頂きあり

ご指導を心よりお願い申し上げ、私のイニシエーション
スピーチとさせて頂きます、ありがとうございました。

がとうございました。
萩生田義久会員：佐藤さんスピーチよろしく。歓迎会失
礼しました。

≪スマイルレポート≫

福本学会員：呂さん、卓話楽しみにしてます。佐藤さん、
待望のイニシエーションスピーチよろしくお願いしま

大堂蒔夫様（横浜中 RC）
：佐藤一明会員のイニシエーショ

す。

ンスピーチの応援に参りました。よろしくお願いしま

美松寛昭会員：呂さん卓話楽しみです。佐藤様イニシエー

す。

ションスピーチ楽しみです。

嵜本清隆様（横浜西 RC）：スマイルに協力して。本日は
佐藤さんのイニシエーションスピーチを応援に参りま

里見均会員：佐藤さん呂さんイニシエーションスピーチ
楽しみにしています。

した。よろしくお願いします。
井原裕一様（横浜南 RAC OB）：本日はローターアクト

小野澤寿一会員：久し振りの例会です。よろしくお願い
致します。

にもインターアクトにも関係ないところで伺いました。

佐藤一明会員：皆様 10 月 26 日の地区大会お疲れ様でご

よろしくお願いします。
鈴木康昭会長・宮田彰久副会長・藤田伸哉幹事：11 月１

ざいました。私も新会員として登壇させて頂けてあり

日開催の「みなっち杯駅伝」のお手伝いに参加された

がとうございました。本日イニシエーションスピーチ

会員の皆様お疲れ様でした。「パレスチナ植樹プロジェ

となります。よろしくお願い致します。

クト」参加の皆様、遠い所ご苦労様でした。佐藤一明

島太郎会員：①入会祝い、一年が経過して皆さんと色々

会員、本日のイニシエーションスピーチ、又、呂宜雅様、

な振興が深められてます。少しずつ色々と参加してい

卓話宜しくお願いします。

きますのでこれからも宜しくお願い致します。②結婚

秋山豊会員：佐藤一明会員のイニシエーションスピーチ、

祝い、結婚して 11 年が過ぎました。子供もあっという

拝聴させて頂きます。呂宜雅さん、スピーチ宜しくお

間に 10 歳を迎えました。これからも頑張って働きます。
小原淳会員：スマイルに協力して。

願い致します。
北島達也会員：しばらく休み申し訳ありません。続けて

槇俊徳会員：スマイルに協力して。
松井俊彦会員：スマイルに協力して。

出席する様に頑張ります。
関野敬博会員：①鈴木会長さんいろいろお世話になりま

髙橋常男会員：スマイルに協力して。宜しくお願い致し
ます。

した。80 歳を過ぎて良い勉強になりました。小原会員
様、この度お世話になりありがとうございました。今

田村清会員：スマイルに協力して。

後とも宜しくお願い致します。例会欠席して申し訳ご

小野哲会員：スマイルに協力して。

ざいません。②イニシエーションスピーチ楽しみです。
蒲隆夫会員・武内俊郎会員：佐藤一明会員のイニシエー

本日のスマイル

33 件

ション楽しみに出席しました。
水谷透会員：パレスチナから無事もどりました。とても
安全な国です。米山奨学生 呂宜雅さんの卓話、佐藤一
明様のイニシエーションスピーチ宜しくお願いします。
川﨑智晴会員：ローターアクト OB の井原さんようこ
そ！！背中にささっている白羽の矢は痛くはないです
か？？
武居正則会員：佐藤一明会員のイニシエーションスピー
チ楽しみです。
角井幸一会員：佐藤会員イニシエーションスピーチ、呂

（今月の会報担当

松井

俊彦）

◎スマイルリクエスト
小野

哲

会員

「木枯らしに抱かれて」昭和 59 年くらい？
私の世代のアイドルと言えば中森明菜、松田聖子、小
泉今日子などですが、11 月になりましたので、小泉今
日子さんの「木枯らしに抱かれて」をリクエストさせて
いただきました。

さん、卓話拝聴致します。
岸厚子会員：①鈴木会長お疲れ様でした。水谷国際奉仕
委員長カバン忘れないでネ。渡邉義隆会員、おにぎり、
めちゃおいしかったです。②横浜南 RAC OB 井原様、
本日はようこそお越し下さいました。
伊藤雄一郎会員：11 月１日（金）みなっち杯えきでん、
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第５回 理 事 会

会議事録

2019 年 00 月 00 日

議案及び決議事項
１．12 月例会プログラムの件
原案どおり承認。
２．南区消防出初式協賛の件（社会奉仕）
協賛金 30,00 円承認。
３．クリスマス家族会開催の件（親睦活動）
原案どおり承認。
４．2019 年度留学生会館ウィンターパーティー開催の件（国際奉仕）
お祝い金 30,000 円承認。鈴木会長、藤田幹事、水谷国際奉仕委員長出席。
５．パレスチナ植樹プロジェクトの件（国際奉仕）
植樹ツアー活動記録、支出明細書承認。
６．秋季情報集会の件（クラブ奉仕）
原案どおり承認。
７．横浜南ローターアクトクラブ収支報告と予算申請の件（青少年奉仕）
原案どおり承認。
８．新会員候補

澤田 美穂子様の件

入会承認。
９．2019 年 9 月台風 15 号・10 月 19 号の千葉県被災地支援について
義援金 500 円預り金から支出、例会時募金箱設置。
10．その他（1）留学生餅つき
令和 2 年 1 月 26 日（日）開催承認。
衛生上の注意事項（資料後日配布）を充分考慮すること。
（2）会員への報告事項
①

2020 年国際ロータリー年次大会（ホノルル大会）の件

②

日台ロータリー親善会議の件

③

インターアクト海外研修の件（青少年奉仕）

２０１９年１２月

例会プログラム予定表

日

テーマ

スピーカー

1

7

“絆” KIZUNA プロジェクト 2019
報告

NPO 法人
PEACE FIELD JAPAN
理事 村橋 真理 様

2

14

腸力アップで健康長寿

栄養コンサルタント
能勢 香奈 様

3

23

クリスマス家族会

卓話なし
点鐘 18：00

4

28

特別休会

週
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紹介者

備考
３階

青柳

会員

３階

２階
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