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本日のプログラム

２０２１年２月 ５日（金） No.２８３０
第２８８６回 例会
○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」
〇 卓話「子どもの居場所にできること
～とにかくつながり続けよう～」
特定非営利活動法人
子どもの生活支援ネットワークこ・はうす
事務局長 馬場 潔子 様

会長報告
先週、東京ロータリークラブの
話をさせて頂きましたが、現会
長は濱口道雄氏でヤマサ醤油
の１２代目社長だそうで、７代目
はあの「稲むらの火」で有名な
濱口梧陵氏です。意外なところ
で和歌山ともご縁があったこと
に驚きです。
我がクラブのスポンサーは和歌
山RC、そのスポンサーは神戸RC、そのスポンサーは大阪
RCで、このクラブはRI直轄なのです。
少し大阪RCについて話をさせて頂きます。
大阪ロータリークラブは東京に次いで２番目に古いクラブ
です。
大阪ロータリークラブでは、創立当初から特に親睦を重視
して、アメリカのロータリーのように会員にニックネームをつ
けて親睦を深めたという話があるようです。
ニックネームをつけるお役目は、土屋元作(もとさく)氏、山
本為三郎氏、伊藤忠兵衛氏の3人でありました。
ニックネームは平凡なものや、少しでも敬称の意味がある
ようなものはダメで、罵倒するようなものをつけよということで
ありました。
当時は、クラブが創設されて未だ間もない頃であり、しか
も会員は超一流の実業家ばかりでありましたので、ニック
ネームで呼び合うというのは画期的なことであったようで
す。
前週の報告
出席報告
四つのテスト

次週のプログラム

２月１２日（金）
○ ソング「四つのテスト」
〇 卓話
「1940(昭和15)年 開戦前夜の「ホームステイ」
－ロータリー倶楽部とアメリカ人学生たちの交流
大阪観光大学
観光学部 観光学科
教授
山口 隆子 様
しかし、同時に、有力な会員を失うことになりました。
私鉄経営のパイオニア・阪急電鉄の小林一三氏は、「こん
な子供じみた会に誰が毎週集まるものか。」と言って退会さ
れましたが、その理由の一つに、会員達がつけた「ペラ」と
いうニックネームがお気に障ったのも確かなようであります。
この「ペラ」は宝塚少女歌劇団オペラから採ったものだった
そうです。
創立の時は、伊藤忠兵衛氏が満36歳で一番若く、４４歳
の村田省蔵氏が次に若かっただけに、この二人が何かに
つけ小間使い役を仰せつかったそうであります。
その後、伊藤忠兵衛氏より数歳若い山本為三郎氏が入会
しています。
このほかに、ニックネームで面白いのは、甲南大学の創
立者平生釟三郎(ひらおはちさぶろう)氏は、声が大きいの
で「ラッパ」でありました。
この平生釟三郎氏は、明治２３年に東京高等学校(現一橋
大学)卒業後、母校の助教授を経て東京海上火災に入社、
専務取締役までなりましたが、在任中、甲南幼稚園、小学
校、中学校、高校を相次いで創立し、甲南学園理事長に
就任、一方で、川崎造船社長、日本製鉄会長、鉄鋼連盟
会長などを歴任して実業界で活躍すると共に１９３５年貴族
院議員、翌１９３６年に廣田弘毅(ひろたこうき)内閣の文部
大臣に就任し１９４３年には枢密院顧問官に任じられて政
界でも活躍された方であります。この枢密院とは天皇陛下
の諮問機関だそうです。
また、大阪商船社長の村田省蔵氏は、１９３９年に貴族院
議員に勅選(ちょくせん)、１９４０年には第二次・第三次近衛

２０２１年 １月２２日（金）
会員８０名（出席規定適用免除会員９名）
出席５０名 ホームクラブ出席者６２．５０％
（言行はこれに照らしてから）

Ⅰ 真 実 か どうか Ⅱ み ん な に 公 平 か Ⅲ 好 意 と友 情 を深 め る か Ⅳ み ん な の た め に な る か ど うか

文麿(このえふみまろ)内閣の逓信大臣件鉄道大臣に就任
しています。
また、名付け役の一人山本為三郎氏は、１９１７年日本製
鉄会社を設立、続いて１９２１年に日本麦酒鉱泉会社を設
立、のちに朝日麦酒の社長になっています。
このように当時のロータリークラブは、超大物ばかりで組織
されていましたが、その人達が互いにニックネームで呼び
合える仲間であったのは凄いことだと思います。
しかし、やがてこの慣例が消えていったのは、やはりアメリ
カの慣例が日本の職業社会には馴染み難かったのであろ
うかということです。

幹事報告
・昨 日 は、60 周 年 事 業 部 会 の
会 議 が あ り ま し た。三 木 部 会
長、井口60周年実行委員長は
じめ、ご参加下さった部会メン
バーの皆様ありがとうございまし
た。
・先週の歴代会長幹事会での
意見をふまえて、持ち回り理事
役員会を開き1/29を休会としま
した。
・2/12例会終了後にクラブ協議会を開催します。上半期の
活動報告と下半期の活動計画の発表よろしくお願いしま
す。
・米山奨学生の受け入れについて現時点では、和歌山県
内在住者ということで受け入れる回答をしました。
・規程審議会にて、和歌山南ロータリークラブからの提案
が通りました。

親睦活動委員会メンバー

卓 話
「奨学生として私たちの活動について」
米山奨学生
ミナ カマル アシャム シャフィク 君
任
泰 然
君
グェン ティ トゥ チャン
さん

ミナ カマル アシャム
シャフィク君
〈世話クラブ：
田辺ロータリークラブ〉

エジプトの国のいみをご存知でしょうか？そしてエジプト
を呼ぶ二つの名前をご存知ですか？エジプトには5千年前
から二つの名前がありました。それは「メシル」と「ケメト」で
す。「メシル」の意味は守られている国、「ケメト」の意味は黒
い土です。現代ではエジプト人は「メシル」と呼んでいます
が、海外で使われている名前はエジプトです。エジプトとい
う言葉は「ケメト」から来ました。
エジプト人の名前も日本人のお名前と違います。お父さ
んたちの名前を並べて名前を付きます。例えば、私の名前
はミナ. カマル. アシャム. シャフィク.シハタ .ハンナ―.
ゲルゲス. プトロス. ヨーセフです。このような文化は古代
エジプトから続いて来ました。
エジプトの面積は一千万㎢、人口は約一億人です。しか
し、エジプト人の住居地は全体面積の５％しか使っていま
せん。その理由は９５％は砂漠だからです。しかし、今の大
統領は新しい町や地域を作る事に力を入れています。や
はりエジプト人皆いい生活できるために狭いナイル谷から
でなければなれません。
観光や文化について興味が持っていますから、2016年
に和歌山大学観光研究科修士課程を入学して、2018年に
卒業しました。
保守コミュニティconservative community (男性社会)で
は、女性が社会や経済の発展プロセスに強く関わることは
簡単ではありません。だから私の研究はどうやって女性が
経済や環境や社会発展のプロセスに参加させる、つまり女
性のエンパワーメントを達成することを調べたいです。やは
り持続可能な社会を実現するために男女平等が必要があ
ると思います。男性社会では女性が働けるために男性の許
可が必要です。この研究では、観光で働く男性が男女平
等についてどのように考えているのかを知りたいと思いま
す。そして観光が男性の知覚に与える影響を計りたいで
す。

親睦活動委員会よりゲスト紹介 出席委員会より本日の出席報告
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グェンティトゥチャン
さん

任 泰然君
〈世話クラブ：
有田ロータリークラブ〉

〈世話クラブ：
和歌山南ロータリークラブ〉

和歌山南ロータリークラブの皆様、こんにちは！私は任
泰然と申します。中国から参りました。現在和歌山大学経
済研究科修士二年です。今回の卓話を通じて、私自身の
ことを紹介させて頂きます。
まずは名前の由来から「泰然」は、「泰然自若」という四文
字熟語からです。意味は「泰然」は落ち着いて物事に動じ
ないさま。生年月日は1995年6月30日生まれで、今年25歳
になります。中国の大学を卒業後来日し、今年で5年目とな
りました。故郷は中国東北地方吉林省公主嶺市出身であり
ます。
東北地方というと、歴史に精通されている方は「満洲」を
連想させるかと思います。元々「満洲」は満民族と清朝の発
祥地でした。時代と国際関係の変化にともなって、満民族
は元より、朝鮮族、ロシア人と日本人を含めて、多文化の
土地になりました。その中のお一人に皆さんもご存じの小
澤征爾さんがおられます、1935年瀋陽に生まれ日本に帰
国後、世界的に有名な指揮者になられたことは皆さまもご
存じかと思います。
次は、私の研究内容である社区養老の視点から見る中
国東北地方の中小都市における高齢者の介護問題を調
べ学んでいます。私は、特に日本の介護保険制度に注目
しています。また、地域の社会福祉の基盤として日本の地
域ケアシステムと民間の役割を参考として、高齢者の老後
生活の保障について提言したいです。研究の結果は中国
東北地方の中小都市における高齢者の老後生活に関す
ることの支援の一助になれば幸いです。
最後に、2019年の4月からロータリー米山記念奨学生に
なり、「日本と世界の懸け橋、世界に平和の種をまく」という
ロータリー米山記念奨学金の精神をより理解していきま
す。そして有田での地元企業の見学により、日本の職人精
神とロータリアンの地域に対する責任に触れ、さらに有田
ロータリークラブの皆さんと一緒に、静岡県三島市の米山
梅吉記念館創立50周年記念式典に参加して、地域に想い
を抱き世代や社会に対する情熱と理想を改めて認識でき
ました。私にとってすごく素晴らしい体験でありました。
これからもリーダーとなる、ロータリー米山記念奨学生に
なるために頑張って行きます。末尾になりますが、和歌山
南ロータリークラブの皆様の益々のご健勝を心よりお祈り申
し上げます。

皆様、こんにちは。私は、グェンティトゥチャンです。今年
のコロナがあったため、ロータリー奨学生の私達の活動が
ほぼ止まってしいました。それに対して、私たちの精神的に
は活動を止まりません。
例えば、２月に奨学生の2人の結婚式に参加しました。新
郎新婦はロータリー奨学生です。(ミナさんとミラさんです)。
他の奨学生は一年間でどいうふうに過ごしたのかをヒアリン
グしたかったので年末に私とミナさんと任さんがリモートの
忘年会を行いました。
米山奨学金ロータリーの奨学生になってから、私たちが
強くなってきたと実感することができました。これからもどん
な困難があっても諦めずに最後まで頑張るという思考を持
ち、自分が選んだ道を歩んで行きたいと思います。そして、
日本でロータリーアンの方々の恩を忘れにしません。これ
からも日本とベトナムの架け橋になって活動などを継続す
ると思います。

「米山記念奨学生
の卓話を終えて」
栗本 勝彦
米山奨学生カウンセラー

米山記念奨学生のイベントや行事を会員の皆様にお伝え
したく奨学生3名(2640地区では初めて)でのリレー卓話を
考えました。
全てを紹介するのは難しいですが、その中の一端でもお
分かりいただけたのではないかと思います。
2640地区の奨学生は夫々に個性的で魅力のある若者で
す。卓話を聞きながら時間や日程的には難しく、できない
相談ですが、“奨学生全員が出席して交流を深めれば楽し
いのでは”との空想をしておりました。
卓話終了後にロータリー及び米山記念奨学への感謝を
述べる言葉の端々に3名の誠意と誠実さが伝わってきまし
た。
ミナ君、任君、チャンさんご苦労様でした。
今後とも米山記念奨学生へのご声援とご支援を宜しくお
願いいたします。
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ニコニコ箱
入会記念日・・・広瀬君
栗本君・・・ミナ君、ニン君、チャンさん例会へようこそ。
卓話を楽しみにしています。
窪田君・・・ちょっと良い事がありました。
前窪君・・・米山記念奨学生の皆さんヨロシク。
水城君・・・ミナ君、ニン君、チャンさん ようこそ。

計￥ 9,000 -

累計￥ 1,749,280 -
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