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●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      本日は、前半は私の趣味で最近印象に残った 

ものや雑感について、後半は私の生い立ちにつ 
いてお話させて頂きます。 
○私の趣味と雑感 

      音楽と言っても楽器ではなく、聴くのが好き

で声楽に興味があります。最近、特に感動した 
のが、次の 2 人です。 
①ナターシャ グジー 

      ウクライナ人の歌手 
     で、バンドゥーラ演奏 

家です。パンドゥーラ 
とはウクライナの民族 
楽器である弦鳴楽器の 
 

         

   

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              （概要にて掲載） 
山之内 洋 

１つで、50 本位の弦があります。日本の琵琶に 
似ていますが、ハープ属に分類されます。 

1986 年に父親が勤務していたチェルノブイリ 
原発で事故が発生した時、わずか 3 キロ位の所 
に住んでいて、6 歳で被爆しました。当時は事 
故は夜に起きたので、周りの住民はほとんど気 
づかずに放射能を浴びていて、3 日目に初めて 
説明があって、3 日間だけということで避難し 
たそうですが、20 年経っても故郷に戻ることは 
できませんでした。 
 民族音楽団のメンバーとして 2 度来日してお 
り、その後、2000 年から日本語を学びながら、 
日本で本格的な音楽活動を開始しました。 
 

会 長 冣住 悦子  幹 事 横溝 志華 

 



 
 

澄んでいる力強い歌声で、特に宮崎駿監督のア

ニメ映画「千と千尋の神隠し」の主題歌、「いつ

でも何度でも」は、チェルノブイリ原発に遭った

背景を知って改めて聴くと、この歌詞に感動して

しまいます。 
②ジョン 健 ヌッツォ 

     母親が日本人、父親が 
イタリア人のハーフの方 
で、テノールのオペラ歌 
手です。 

歌劇「トゥーランドッ 
ト」の中で歌われている 
“誰も寝てはならぬ”をＴＶで聴いたのが最初で、 
心に響く素晴らしい歌声でした。 

NHK 紅白歌合戦に出場し、大河ドラマの主題

歌も歌い、世界的なオペラハウスなどにも出演し

て注目されていたのですが、2008 年に覚醒剤取締

法違反で逮捕されてからは、あまりＴＶの出演は

なく、コンサート活動が中心のようです。 
 私は個人的には、ハーフの方は運動能力や音楽

的にも、素晴らしい才能を持っている人が多いよ

うに思います。 
     じつはオペラですが、2～3 時間の長丁場であり、 
    歌うだけでなく演技もしなくてはならないので、 

全曲を暗譜できる訳もなく、各国の舞台で違いは 
あるようですが、お客様から見えない舞台袖など 
にカンニングペーパーがあるそうです。 
 では音楽の話はこのぐらいにして、私の生い立 
ちについてお話し致します。 

物心ついた頃は、相模原市すすき野に住んでい 
て、当時は周りは原野に近い状態でした。その後、 
藤沢市辻堂の団地に引っ越しました。海まで数百 
ｍの所で、環境的にも良い所でした。辻堂には大 
きな海浜公園があるのですが、全て砂地で、風が 
強い日は砂嵐のようになります。夏場になると、 
家から普通に水着を着て歩いていけます。今もあ 
の辺りは 40 年前とあまり変わっていません。 
現在は相模原市南区に住んでいて、家から相模

大野の伊勢丹まで歩いて行くこともできます。相

模原市は昔とはかなり変わってしまい、便利に特

化してしまったように思いますが、この土地には

とても愛着があります。 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

このところ暑い日と涼しい日が交互に続き、体 
調を崩している方も多いようです。皆様も気を付 
けて下さい。なかなかちょうどいいという日がな 
くて、服装を決めたりするのに天気をチェックす 
るのが欠かせません。 
若い頃は天気なんてイベントの時しか気になら 

ず、天気の話ばかりしている両親を冷めた目でみ 
ていたのにとしみじみ思います。 
さて、7 日の土曜日に交換留学生のミーティン 

グに藤沢に行ってきました。その日は留学生たち 
の日本語でのスピーチがあり、まだ 1 ヶ月ちょっ 
とですが、みんな日本語で自己紹介や日本での生 
活について話していました。 
ボトンド君も川合会員と高尾山に行ったことを 

話していました。その時、ハンガリー人に会って 
話したそうですが、日本に住んでいるハンガリー 
人はとても少ないそうで、かなり偶然のことのよ 
うです。スピーチ原稿も見せてもらい、簡単な漢 
字も上手に書けていましたが、やはり「て・に・ 
を・は」などの助詞には苦労しているようです。 
日本食は皆おいしいと言っていて、男子学生に 

は圧倒的にラーメンが人気、女子学生には団子や 
あんこなど和菓子が人気で、前に見た時より太っ 
たかなという学生もいました。部活で頑張ってい 
る学生もいて、皆さん日本での生活を楽しんでい 
るようでした。 
先日、11 月③日のインターアクト年次大会の件 

で青少年奉仕委員の顔合わせを行いました。昼の 
例会では滅多にお会いできませんが、長年、地区 
 



 

         

青少年奉仕委員をされていた加賀会員が参加さ

れ、12 年前に光明学園でインターアクト年次大会

を行った時の話や、いろいろなアドバイスをいた

だき、曖昧だったものが大分明確になってきたよ

うです。ただ役割分担をすると、それなりに人数

も必要ですので、本日、出欠表を回覧しますので

改めて宜しくお願いします。 

また 10 月 31 日には夜間例会があります。前半 

はイベントや例会取り止めが多かったので、正式 

には今年度初めてとなります。時間と会場を本日 

お知らせしますので、入会候補者の方がいました 

ら、早めにお声をお掛け頂きたいと思います。 

第 5 グループの他クラブの活動予定ですが、 

10 月 15 日（日）午前中に西 RC の相模大野の清

掃があります。その後、モナの丘という障碍者施

設に移動し、12:00 からバーベキューとなります。

詳細は回覧します。10 月 27 日（金）に南 RC 主

催の「地区大会結果報告会」があります。こちら

は協力者、応援者を中心に私の方で取りまとめさ

せて頂きますので、ご了承下さい。 

 

 

 

●冣住会長、横溝幹事 

    ①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

    ②山之内会員、イニシェイションスピーチ宜しく 

お願いします。       

●小崎 直利会員       

    ①妻の誕生日を祝って頂き、有難うございます。 

        ②本日、イニシェイションスピーチの山之内さん 

宜しくお願いします。楽しみです。 

●伊倉 正光会員 

①夫人誕生日祝をして頂き、有難うございます。 

②山之内会員、イニシェイションスピーチ楽しみ 

です。 

●竹田 繁会員、瀬戸 裕昭会員、中山 徹男会員 

①ご夫人誕生日祝の加賀さん、伊倉さん、三留さ 

ん、小崎さん、おめでとうございます。 

②本日、イニシェイションスピーチの山之内会員、

ご苦労様です。楽しみです。 

 

 

 

●田後 隆二会員 

①ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

②山之内さん、イニシェイションスピーチ楽しみ 

です。 

●阿部 毅会員 

①山之内会員、イニシェイションスピーチ楽しみ 

です!! 

②ご夫人誕生日の皆様、おめでとうございます。 

奥様をお大事に。 

●川合 貞義会員 

金沢さん、ボッティ君を船乗りに連れていって 

もらい有難うございました。大変喜んで帰って 

きました。 

●池之上 和哉会員 

①ご夫人誕生日祝の皆さんおめでとうございます。 

②山之内さん、イニシェイションスピーチ宜しく 

お願いします。 

●佐々木 敏尚会員 

本日、ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうござい 

ます！ 

●金沢 邦光会員 

①腰を痛めてしましました。（泣） 

②山之内会員、卓話楽しくお願いします！ 

●小野 孝会員 

①イニシェイションスピーチの山之内さん、楽し 

みです。 

②ご夫人誕生日祝の加賀さん、伊倉さん、三留さ 

ん、小崎さん、おめでとうございます。 

●江成 利夫会員 

①本日、イニシェイションスピーチの山之内会員 

よろしくお願い致します。 

②ご夫人誕生日祝の方々、おめでとうございます。 

●甲斐 美利会員 

①お祝を受けられた皆様、おめでとうございます。 

②所用で早退します。山之内さんイニシェイション 

スピーチ聞けなくて残念です。頑張って下さい。 

●インターアクト年次大会打合せ会 参加者一同 

（㝡住・横溝・豊岡・加賀・大井・大坪・池之上会員） 

先日のインターアクト打合せ会お釣り 2,500 円 

スマイルさせて頂きます。皆様お疲れ様でした。 

 



 

 

 

 

去る 9月 28 日に貴クラブを公式訪問致しまし 

    た折には、㝡住会長、横溝幹事を始め会員皆様の 

温かいご歓待を賜り、心より感謝申し上げます。 

 会長・幹事、リーダーとの懇談、明るく楽しく

活気にあふれた例会を始め、クラブの方々と国際

ロータリーや地区の活動について、特にクラブフ

ォーラムにおける皆さんとの意見交換は、極めて

熱心で活発なやりとりに終始し、奉仕活動への意

欲に重ねて敬意を表する次第です。 

     本年度、イアン RI 会長は RI テーマ＜ロータリ

ー：変化をもたらす＞を掲げられ、“ロータリー

が私達に与えてくれる可能性を有意義、かつ持続

可能な奉仕という形で実現し、それによって地域

や世界に変化がもたらされ、それは結果的に私達

にも充実感と変化がもたらされる。ロータリーは

そうして成長し、変化してきています”と話され

ています。 

     また環境問題も取り上げられ、会員一人がどこ

かに 1本の植樹をすれば、世界に 120 万本の木が

増えるという具体的な提案もされています。 

     地区内初めての女性会長・女性幹事のクラブで 

    す。その影響でしょうか、女性ならではの思いや

り、和やかさが出ております。しかし、その中に 

    真剣に活性化されたクラブ作り、魅力あるクラブ 

    作りに取り組まれている姿勢を感じます。奉仕活

動も多岐にわたり実行され、地区財団などへのご 

    理解も頂き感謝致します。ベテランと若い会員の 

    コミュニケーションも、中堅どころの会員が思い

やりを持って取られております。 

     会長方針で、より多くの会員が参加できる地域

の奉仕活動に重点を置き、公共イメージ向上を図

るとあります。奉仕の実践は貴クラブには永年の 

    実績があり、会長のリーダーシップにより素晴ら

しい、楽しいロータリーの一年になると信じてお 

    ります。 

     貴クラブの益々のご発展と、皆様のご健勝を祈

念し、公式訪問の御礼を申し上げます。 

（紙面上、一部略にて掲載） 

 

 

 

 

〇ロータリーの友１０月号紹介 

公共イメージ委員会      小崎委員長 

横書 3ページに、イ 

アン RI 会長のメッセー 

ジが掲載されています。 

今月はポリオ撲滅に 

協力下さいとのことで、 

10 月 24 日は「世界ポ 

リオデー」になります。 

ポリオデーへの参加依 

頼やイベントの紹介などもされています。 

 7 ページ～米山記念奨学会財団設立 50 周年で 

「日本と世界を結ぶ人づくり」とあり、設立当時 

の 1957 年、年間 59 人だった奨学生も今は約 800 

人を支援しているとのことです。 

縦書 4ページ～「難民問題 今、何が起きてい 

るのか」で第 2520 地区大会での国際 NGO 理事長 

の講演要旨が掲載されています。よく聞かれるの 

が「どうして難民がスマホを持っているのか」と 

いうことですが、その感覚は全然違っていて、難 

民がスマホを持っているのではなく、スマホを持 

ち、私達と同じような生活をしていた人たちが、 

ある日突然、難民になったのです。生まれながら 

に難民だったわけではないとあります。 

 難民の受入れは個人的なものではなく、日本の 

国や社会の問題かと思いますが、私達も少しでも 

考えてみることが大切だと思います。（概要にて） 

〇親睦活動委員会        豊岡委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月 10 月 31 日（火）の最終例会は夜間例会と 

 なります。時間は 18:30～、場所は JR 相模原駅 

     



 
 

    から徒歩 5分位のダイニング「ガルデニア」にな 

    ります。次週例会より出欠表を回覧させて頂きま

すので、宜しくお願い致します。 

    〇40 周年記録誌委員会     田後委員長 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      

創立 40周年記念誌につきまして、まだ完成は 

しておりませんが、本日、紙ベースの記念誌原稿 

を回覧しております。既にメールでご確認頂いた 

方もおりますが、特に会員紹介ページのご自身の 

記載をご確認下さい。 

40周年記念誌は、ネットでも見られるようにし 

ますが、印刷での冊子も作成致します。 

     

韓国：友好クラブ「龍仁 RC」及び米山学友会 

             訪問の報告（10 月 4 日～6 日） 

国際奉仕委員長              江成 利夫 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     10月 4日（水）に韓国・世宗ホテルにて､龍仁 

RCの全培養パスト会長、呉パスト会長 2名と打合 

せを行う。当クラブからは私と阿部会員が出席。 

①龍仁 RCの現会員は 97名、毎年 10 名位は入れ 

替わる。例会は月 2回の夜間。出席率は45％位。 

    ②今後の当クラブとの連絡は、龍仁 RC会長また 

     は国際奉仕委員長が行い、従来の全培錫氏との 

 

 

 

窓口は解消する。これに伴い、当クラブの今後 

窓口の再検討が必要になります。 

③当クラブとの友好クラブ関係は、今のところ何 

 らの異存は出ていないので、継続でいく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜世宗ホテルで龍仁 RC との打合せ＞ 

 

 10月 5日（木）世宗ホテルで韓国・米山学友 

会の幹部と初めて面談する。つい最近まで、休眠 

状態で特別の活動は無かったが、昨年のソウル国 

際大会を機に組織化し、今後の活動を企画し、動 

き始める。 

①今回の面談者：全炳台会長、梁東国諮問役、 

 朴在泳副会長（韓国米山 RC会長）、元賢喜総務 

 金周慧運営委員の幹部 5名。 

②本年度の韓国米山学友会の総会を、11月 18日 

 （土）ソウルで開催し、活動計画を立てる。 

③会員は約 100名。台湾米山学友会との親密な連 

携を取りながら、活動の意向です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜世宗ホテルで韓国米山学友会との面談＞ 

 

 

 



 
 

 

報告事項 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①2020～2021 年度ガバナーノミニー選出の件 

国際ロータリー細則に基づき、最適任の会員を

2017 年 11 月 30 日 12 時までにガバナー事務所

気付地区指名委員会に、郵送またはご持参下さ

い。資格条件は細則第 16 条の条件を満たすも

のであることを要します。また必要書類も添付

下さいますよう、お願い致します。 

②「職業奉仕月間」卓話者派遣について 

     例年、職業奉仕月間である１月を中心に卓話者

派遣を行っておりますが、準備や日程調整もあ

りますので、11 月 10 日までに希望日をご回答

下さいますよう、お願い致します。 

③「外向きの職業奉仕」実践例提供のお願い 

     地区職業奉仕委員会では、「内向きの職業奉仕」

と対外的プロジェクトとしての「外向きの職業

奉仕」に分けて取り組んでおり、そこで「外向

きの職業奉仕」の実践情報をご提供頂き、地区

全体で共有し、職業奉仕の活性化に繋げたく、

10月 31日までに回答下さい。（詳細は回覧にて） 

④ロータリアンによりミャンマー訪問について 

     アムダ開発機構の鈴木理事長（当地区の財団学 

友）より、マイクロクレジットを活用した活動

の現場を訪問するツアーを企画しましたので、

参加希望がありましたら、10 月 15 日までにご

連絡下さい。実施期間：2018 年 1月 5日または

6日から１週間程度（詳細は回覧にて） 

⑤大谷ガバナーより、公式訪問のお礼状が届きま 

した。（お礼状は回覧にて）→4 ページに掲載 

 

＊インターアクト年次大会（１１月③日）の出欠表を回 

覧しておりますので、１０月２４日例会までにご記入 

をお願い致します。（詳細は回覧を参照下さい） 

 

 

 ●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」 

   〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15 

       TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000 

●Ｅ-mail:rotary@tbg.t-com.ne.jp          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・加賀 治夫ご夫人 10 月 3 日 

・三留 正浩ご夫人 10 月 3 日 

・伊倉 正光ご夫人 10 月 4 日 

・小崎 直利ご夫人 10 月 19 日 

 

例会プログラム 

１０月１７日クラブフォーラム「財団・米山に 

      ついて」担当：伊倉委員長 

   ２４日クラブフォーラム「インター年次 

大会について」担当：池之上委員長 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  黛 裕治ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダー 佐々木 敏尚会員 

ビジター    おりません 

 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：豊岡 淳 副委員長：藤本 恵介 

 委員：老沼 秀夫、田所  毅、佐々木敏尚 

    諸隈  武、高本 昌敏、横江 利夫 

    山之内 洋、鎌田 英洋、三留 正浩 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 27名） 事前メイク者 
３９名 ２４名 ０名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(9/26) 
７名 ７７．４２％ ８６．１１％ 


