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発射騒ぎで、朝７時頃からテレビはそのニュー

スばかりで、会社に出る９時近くまでミサイ

ル発射それだけでした。又、月曜日は台風 18

号の影響で田舎にある我が家では停電で、早

朝から大変な目にあい、車で事務所に出てみ

ると停電はなく、この原稿も書けた次第です。

川井でも国道に近い地域は何ともなく、奥まっ

た地域は停電といった次第でした。

　本日はイニシエーションスピーチを目黒さ

ん、宋さんの両名にしていただきます。又、

地区大会副委員長の島崎様がお越しになって

おられます。地区大会のキャンペーン画像を

お持ちいただきました。のちほど、ご挨拶い

ただきたいと思います。

■地区から新会員へプレゼント

　新しく会員になられた

　左 :宋　謹衣会員　　右 :目黒恵一会員

■司　　会　副 SAA　北澤　正浩

■開会点鐘　会　長　滝澤　　亮

■斉　　唱　手に手つないで

■出席報告

■本日の欠席者
青木、佐藤真吾

■他クラブ出席者
新川（地区）

■ゲスト
島崎 尚己様 (地区大会副委員長・横浜西 RC)

■ 皆出席者表彰

佐藤　利明会員　　　　３年

■会長報告
　先週の金曜日の朝は北朝鮮によるミサイル

本日の出席数         24 名

本日の出席率    92.31％ 修正出席率        96.43％

会員数　 　 　    31 名
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・若い入会者の発掘

　クラブ活動に若人が好む集会を企画する

　子の友人、職場の若い人や団体の若人から

　情報の収集

・女性会員について

　一時、数人の入会者があったが減少した。

　もう一度女性に目をむけたら…。

　いずれにしても候補者の情報を得て、こつ

　こつと対処すべきではないか。

②がんセミナーについて

　当クラブは幸いなことに専門家が在籍して

いますので、ご意見を伺いながら一般の方に

感心を持たれるような長期的な企画を計画す

れば社会貢献の一助になると思う。

* 情報集会等で適切な意見が出たら、理事会

等で大いに議論をしてたいおうすべきか…

■雑誌委員会　　　　　 　　　　安藤　公一

１）横組みＰ７～ 12

より身近な ｢友 ｣を目指して

今月はロータリーの友月間と言う事での記事

です。P10-11 の Q ＆ A10 問は、ロータリーの

友の理解が深まる内容です。簡単に読めます

ので是非ご一読を。

２）続いての「ようこそ日本へ」P14-19

　日本在住の外国人への日本語学習会の話が

秋田県能代、広島県、そして神奈川県秦野市

の話が掲載されています。日本に在住された

方々の個々の事情は別として生まれ故郷を離

れ外国の地で生活をする決意をされた方々に

対し、感謝と敬意を持って接していくことは

国際交流の基礎だと思います。外国語で医者

にかかるのは大変です。

３）P20-31

　来年６月に国際大会が開催されるカナダの

トロントの紹介がロータリーの指定記事とし

て載っています。が、それよりその後の P34-

35 の九州北部豪雨の話と P36-41 の東日本大

震災の話の方が興味深く読ませてもらいまし

た。特に P36-39 の「ロータリー希望の風奨学

金」で、今後 15 年で総額６億９千万円が必要

で、そのうち未だに２億３千万円が不足して

いる。2590 地区からは約３千万円が支援され

ている。災害対策委員会の方々は是非読んで

おいて下さい。因みに次の記事の米山奨学金

事業では、年間収入が 13 億７千万円と記載さ

れていました。
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■地区大会ご案内　　横浜西 RC 島崎　尚己様

　2017-18 年度地区方針「ともに語ろうロー

タリー　友達になろう」を基本テーマとして

多彩なプログラムを予定しております。ぜひ

とも地区大会へのご参加よろしくお願い申し

上げます！

■情報集会報告　　第３グループ 今野　丁三

日時　９月 12 日㈫

場所　い志井

出席者　齋藤、佐藤、佐藤、関口、今野

テーマ

①会員増強に着いて

旭 RC が出来て間もなく 50 年近くになります

が、会員の増減をみますと、

創立当初　　　　　　　　　　　　 26 名

４年後 (1974 年６月 )　　　　　　 40 名

その９年後 (1983 年６月 )　　　　 46 名

        　　　　　　  この年 18 名入会

さらに８年後 (1991 年６月 )　　 　66 名

　　　　　　　　　　　　　　 過去最大

10 年後 (2001 年６月 )　　　　　　 51 名

現在 (2017 年７月１日 )   　　　　30 名

            名誉会員１名を含む 最低数

　ちなみに会員の平均年齢が 68.65 歳となっ

ています。

 会員増強については機会ある毎に議論されて

いますが、会員数が低迷しているのは RC だけ

でなく、いろんな団体に共通していることと

思います。

①その原因を分析して

②対策をとることが必要である

今回話し合われた中の事例では

・会費の件　　

  もっともっと安く出来ないか

　会場費、食事代などだいぶ低額となってい

　るが、50 周年記念を控えて資金も必要です

　し、又、地区費用負担も高額ではないか。
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４）P49 の下段に 10 月 24 日は「世界ポリオ

デー」の記事。区民まつりの際に、ロータリー

がポリオ撲滅に如何に貢献したかを宣伝して

もいいかもしれません。

５）縦組み P4-8

「いじめのない社会を目指して」の最終部分の

「…そんな無責任な私たち大人こそが本当の

傍観者であり、本当の加害者であり、いじめ

そのものを生み出している当事者だと思えて

ならない…」には大いにかんがえさせられま

した。又文中数多くでてくる「被害者責任論」

という言葉も心に刻み込みました。

６）縦組み P20　「柳壇」に吉原さんの句

　　　　ミサイルに烏賊も漁船に避難する

■ニコニコ BOX（会員敬称略）

島崎尚己様（横浜西 RC）／本日は地区大会の

PRでお邪魔しました。宜しくお願い致します。

滝澤　　亮／①地区大会副委員長島崎様、地

区大会の PR お願いいたします。②目黒様、宋

様、イニシエーションスピーチ宜しくお願い

致します。

田川　富男／①地区大会副委員長島崎様、横

浜旭ロータリーにようこそ。大会の成功を期

待しております。②目黒さん、宋さんイニシ

エーションスピーチお願いします。

北澤　正浩／①地区大会副委員長島崎尚己様、

ようこそいらっしゃいました。②宋さん、目

黒さん、イニシエーションスピーチ楽しみに

しております。③日曜日に旭区落語演芸祭り

に行ってまいりました。柳家喬太郎さんは本

当におもしろい。久しぶりに大笑いさせてい

ただきました。

安藤　公一／①目黒さん、宋さん、イニシエー

ションスピーチ宜しくお願いします。②ラグ

ビーワールドカップイングランド大会で日本

が南アフリカを破って世界を驚かせてから昨

日で丸２年。あと２年で日本大会が開催され

ます。皆様、観戦しにいきましょう！

市川　慎二／①地区大会副委員長島崎様、お

忙しい中ようこそお越し下さいました。②目

黒さん、宋さん、イニシエーションスピーチ

楽しみにしています。

目黒　恵一／２回目のイニシエーションス

ピーチ、宜しくお願いします。②田川会員グ

ループの皆様、情報集会でのご利用有難うご

ざいます。

大川　伸一／①横浜西 RC の島崎様、ようこそ

おいでいただきました。②目黒さん、宋さん、

イニシエーションスピーチを楽しみにしてお

ります。よろしくお願いします。

齋藤　善孝／目黒さん、宋さん、本日のイニ

シエーションスピーチ楽しみです。

五十嵐　正／①宋さん、目黒さん、イニシエー

ションスピーチ楽しみにしております。②地

区大会キャラバン島崎さん、ご苦労様です。

③新川さん、CD 有難うございます。大変助か

ります。

二宮　　登／宋さん、目黒さん、卓話楽しみ

にしています。

二宮麻理子／目黒さん、宋さん、イニシエー

ションスピーチ楽しみにしています。

倉本　宏昭／①島崎様、ようこそ。地区大会

ご苦労様です。②目黒さん、宋さん、イニシエー

ションスピーチ楽しみにしていますよ。

太田　勝典／目黒さん、宋さん、イニシエー

ションスピーチ楽しみです。

新川　　尚／①嶋崎さん、ご苦労様です。②

目黒さん、宋さん、卓話楽しみです。

後藤　英則／①目黒さん、先日の落語会、笑

わせてもらいました。楽しい会でした。あり

がとうございました。②嶋崎さん、ようこそ。

本日はご苦労様です。

■イニシエーションスピーチ
○目黒　恵一

　2回目のイニシエーションスピーチ

　最初の入会は石井社長 ( 当時瀬谷 RC) の紹

介で 2005 年５月、駒ヶ嶺会長、金子幹事さん

の時でした。2005 年、後藤会長の時に幹事を

やらせていただきました。妻の病気の関係で

2011 年に涙をのんで退会しました。

　昭和 29 年 (1954)12 月 18 日大森生まれ、地

元の小中学校を卒業、日本大学付属桜ケ丘高

等学校、日本大学文理学部応用数学科を卒業
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後、アパレルメーカー勤務、その後、高校大

学の同級生の石井社長と一緒にい志井の支店

を立ち上げ、33 歳の時に二俣川に、やきとり

処い志井を開店させていただきました。早い

もので今年で開店 30 年を迎える事が出来たの

は、皆様お客様のお陰だと常に感謝の気持ち

でいっぱいです。

　初心を忘れずにこれからも頑張っていきた

いと思います。今は二女の実希がお店をしきっ

ておりますが、私は木曜日は焼き台に立って

おります。ぜひ、木曜日に顔を出して下さい。

宜しくお願いします。

　現在、二俣川商店会会長を５年やっており

ます。商店会もロータリークラブと同様、会

員増強と退会防止に毎日、頭を痛めておりま

す。今後もロータリークラブと二俣川商店会

で頑張っていきたいと思っております。以上

宜しくお願い致します。

○宋　謹衣

　私は台湾・高雄にある小さい町 - 美濃の生

まれ育ちです。末子である私は上に姉と兄が

います。両親は３歳頃に離婚し、父が私たち

３人を一人で育ててくれました。祖父が日本

統治時代に日本語教育を受けていましたので、

いつか自分の子孫で誰か日本に留学させた

かったのです。その望みを応じて、私はある

きっかけで日本に来ました。

　2015 年、大学院２年生に学校の先生の推薦

を頂き、そしてロータリー米山奨学生財団に

選ばれ、2015 年度 -2016 年度の米山奨学生に

なりました。そして横浜旭 RC の皆さんに１年

間のお世話になりました。現在、東京都国立

市にある貸切バス会社 - 萩観光に務めており

ます。

　裕福な家庭でない留学生にとって、奨学金

制度は大変有り難い事です。奨学金がなけれ

ば、私はここで話す事や立つ事さえ出来ない

と言っても過言ではありません。私はフェリ

ス女学院大学に入学してから大学院卒業する

迄、様々な奨学金を頂きました。これらの奨

学金制度の中、一番感謝しているのは、言う

までもなく、「米山奨学金」です。何故ならば、

奨学金の金額は日本国内において最も多い奨

学金である以外にも、奨学生が一人ひとりを

大切にするカウンセラー制度と一ヶ月一回の

例会に参加する事です。

　正直に、最初の頃には「ロータリアン達と

何を話せばいいだろう」、「金の為に出席する」

等に気づき、とても戸惑いました。「毎月の奨

学金を振り込んで貰える奨学金を申請すれば

良かった。選考以外、誰にも会わずに済む」

と思った事もありました。

　ところが、二宮カウンセラーをはじめ、横

浜旭 RC の皆さんがいつも私を暖かく接してく

ださったのお陰で、例会に参加するに対する

抵抗感が徐々になくなりました。そして、様々

な分野で優秀なロータリアン達が同じく奉仕

の心を持ち、世界の平和と社会への貢献の為

に、仕事をしながら週一回に必ずに集まって

話し合う姿に感動しました。私も皆さんと同

じように、これからもずっとロータリーの一

員になり、他者に役に立てる人間になりたい

と思って、奨学金生を卒業した後に米山学友

会に参加しました。

　因みに、私は大学・大学院で「多文化・多

元言共生」について研究し、学生の頃から横

浜に在日外国人の子どもの教育サポート支援

活動を４年間していました。しかし、結婚し

て国立に引っ越しをしたため、現在は中断し

ています。正直、米山学友たちの力・時間を

借りて、在日外国人の子どもの教育サポート

支援活動を続けたかったです。しかし、現時

点の学友会での理念やあり方は自分が思い描

いた事と違いがあったし、やれる事が限られ

るもどかしさを感じたので、ロータリアンに

なる事を決意しました。私的な望みですが、

これから横浜旭 RC の皆さんの力を是非お借り

して、横浜を始め、日本国内に在日外国人の

子どもの教育サポート支援活動に応援下さい

ます様、お願い致します。

■次週の卓話　 　10/4 ㈬米山フォーラム　

　　　　　　　　　　週報担当　本山　雄三


