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毎週水曜日 12：30～13：３0 （12:00 より食事）
伊勢原市石田 350 （株）アマダ内 フォーラム 246
☎0463-96-3711
〠259-1131 伊勢原市伊勢原 1-2-2 横浜銀行伊勢原支店内

☎0463-92-5777

第 2470 回 例会
平成 28 年 12 月 7 日(水)曇り
会長報告
・鈴木克一会員が 11 月末をもち退会されました。
・14 日(水)クラブ年次総会
・2017 年 3 月 11 日(土 )第７グループ
Intercity Meeting(ホスト：伊勢原中央 RC)
・台湾親善交流野球大会
2017 年 8 月 24 日-25 日 台湾で試合予定
地区補助金より 100 万円申請予定
、

幹事報告

mail：rc1isehara@gmail.com

Fax0463-95-5313

点

村上 一秋会長

鐘

ロタリーソング

君が代・奉仕の理想
四つのテスト(荒巻哲朗会員)

司会・進行

井戸川秀治会長エレクト

青少年交換留学生

スカイ・アン・ランツさん

今後の予定
12/14
12/21
12/28
1/10
1/11

第 2471 回
第 2472 回
第 2473 回
第 2474 回
第 2475 回

クラブ年次総会
クリスマス例会
特別休会
3RC 合同新春賀詞交換会
卓話：村上一秋会長(新年抱負)

. ガバナー事務所より
青少年交換 ROTEX 事業「スポーツ大会」のご案内が配信されております。
日時：12 月 27 日(火) 場所：桜美林大学 体育館
出欠連絡：12/16(金) ROTEX 担当まで
・秦野名水 RC より 公開例会のご案内が届いております。
外部企業人講師卓話講演「秦野発世界へ挑戦」 (株)洗車の王国
相原 浩さん
日時：12 月 23 日(金) 12:30～13:30
場所：秦野商工会会議所 4F 大会議室 (メイクアップできます)
・伊勢原市商工会より
四団体共催新春講演会並びに役員賀詞交歓会開催のご案内が届いております。
新春講演会
日時：平成 29 年 1 月 6 日(金) 受付 午後 2 時 30 分 開会 午後 3 時 00 分
場所：伊勢原シティープラザ 3 階 研修室
講師：元 NHK 静岡放送局ニュースキャスターフリーアナウンサー
牧野 光子先生
賀詞交歓会
開会：午後 5 時 00 分 会場：シティープラザ 1 階ふれあいホール 返信：12/22 迄
・チャイルド・ファンド・ジャパンより
冬の特別募金キャンペーンのお願いが届いております。
・一般財団法人 比国育英会バキオ基金より バキオ基金のご案内とご寄付のお願いが届いております。
・2017 年 1 月 10 日(火) 3RC 新春賀詞交換会
・2017 年 1 月 11 日(水) 通常例会 フォーラム 246

スマイル報告

山田 昌紀 スマイル委員長

.

村上

一秋君

スカイさんいらしゃい。日本語は上手になりましたか？

松下

孝君

九州支社立ち上げで福岡に行くことが多く大変ですが、何とか例会には出たいと思います。

東

学君

大谷さん、外谷さん卓話楽しみにしております。よろしくお願いします。

旗川

英明君

外谷

正人君

田村

貴寿君

遅くなりましたが、農業まつりに多数ご来場頂きありがとうございました。これからも地域貢
献続けてまいります。
今日は初めての卓話を頑張ります。スカイの話で何を話したら良いかが分かりませんが、よろ
しくお願いします。大谷さん頑張って下さい。
大谷さん、外谷さん卓話頑張ってください！
荒巻

哲朗君➞家内の誕生を祝って頂きありがとうございます。私より一日でも長く生きてほ
しいと思います。
昌紀君➞妻の誕生日を祝って頂きありがとうございます。結婚してから体重 10 ㎏増。
最近周りから「ダンナに似てきた」と言われるのが不本意なようで、スポーツ
ジムに通い始めました。

奥様誕生祝い

山田

創立祝い

井戸川秀治君➞創立をお祝い頂きありがとうございます。
山田

スマン

昌紀君➞本日所用の為早退します。来週は本会議の為欠席します。大谷さん、外谷さん
卓話頑張って下さい。
おめでとうございます

出席報告

外谷 正人 出席副委員長

会員数

出席計算に用いた数

出席者数

55

51

34

出席率（％） 前々回修正出席(％)
66.66

修正なし

事前 MUP
小泉隆一郎君→職業奉仕委員会
東井重和君➞青少年交換委員会
小山博正君➞青少年交換委員会

スカイさんに 12 月分のお小遣いが手渡されました
こんにちは 皆さん。日本は楽しい。皆親切。ボーリングは…ちょっと私はヘタクソ。でも頑張れ
ます。
ありがとうございました。
横浜銀行さんにお礼
伊勢原 RC 事務局は横浜銀行支店内をお借りしております。会長からお礼が手渡されました。

委員会報告
内田 智久 親睦委員長
クリスマス例会
日時：12 月 21 日(水)18:30～21:00 (伊勢原北口市営駐車場前 17:30 送迎バス出発)
18:00～開場
18:30～点鐘
場所：レンブラントホテル厚木
会費：大人 7,000 円(未成年以下無料)
卓話

外谷

正人君

青少年交換留学生

ホストファミリー
スカイ・アン・ランツ

ホストファミリー

スカイが我が家に来たのは 9 月 30 日。ホームステイを受け入れたのは私自身初めて。語学も未
熟であったため、スカイの来る日が近付くにつれ不安と戸惑いを感じる日々でした。しかし、私
が思っていた以上に言葉の壁は高くなく、実際にホームステイが始まるとスカイの留学に対する積極的な姿勢があ
ったためか、身振り手振りやジェスチャーを交えて楽しく意思疎通をはかることが出来ました。
アメリカ人は白黒はっきりしている性格をしているとよく聞きますが、やはり、日本人と違って曖昧な返事をする
ことはなく、いつも自分の意思をはっきり伝えてくれます。好き嫌いは明確でありながらも、その言葉に決して棘
はなく、温かく、そして、優しい心遣いが見て取れます。
10 月上旬、大山の阿夫利神社に赴き、伝統文化である薪能を鑑賞しに訪れました。鑑賞中、能・狂言の独特なし
ゃべりや空気感がスカイにとってはとても不思議に思えたらしく、
『彼らはまるで、死にかけた動物が鳴いているよ

うな声を発している』と感じたようでした。
10 月下旬、ハロウィンパーティーを開く事に。妻と、娘たちが張り切って企画をしてくれました。スカイも積極
的に飾りつけの手伝いをしていました。スカイはヴァンパイアを、妻はマレフィセント、娘たちはジェシーとジャ
スミン、そしてアリスで、私はスーパーマンです！犬たちにも仮装をさせました。本場、アメリカのハロウィンパ
ーティーには敵わなかったかもしれませんが一家が揃って行えた初めてのイベントでした。スカイをはじめ、みん
なが非日常を味わうことのできた、最高の一日でした。スカイも楽しい思い出ができたようでよかったです。
11 月下旬。妻と娘たちにスカイをディズニーランドに連れていってもらいました。朝早くに出かけたにも関わら
ず、スカイは興奮して盛り上がり、見るものすべてに惹かれていたのが妻は印象的だったようです。
日常生活においては、毎日多種多様な話をしてくれます。例えば熱が出たとき、日本ではなるべく温かい恰好をし
て体を温める、おでこに冷えピタをして熱を下げる、お風呂は体を冷やす恐れがあるので控えると言った方法です
が、アメリカはなるべく涼しい恰好をし、ぬるめのシャワーを浴びて、とにかく熱を逃がす為に体を冷やすという
方法が主流だそうです。
スカイと些細な会話をするだけで、私たちが想像もしないような意外なところで違いを発見することが出来るので
楽しく勉強できる日々です。
そうこうしている内に、時の流れは早いもので、私たちとスカイが共に過ごせるのも残りわずか。我が家で過ごし
た３か月がスカイにとってかけがえのない時間となるよう、私たちに残されたこの一か月で、如何に語学を学ばせ
てあげられるかを考え、体験や思い出を増やしてあげたいと思っています。
スカイの将来においていい影響を与えられるよう、我が家一丸となって惜しみないサポートをする事に力を尽くし
たいと思います。

卓話

大谷

聰君

人生卓話

久しぶりの卓話で緊張していますが、よろしくお願いします。
私も耳が遠くなってしまい、補聴器を欠かせません。せっかくなので、少し補聴器の話をします。
耳の具合は悪くなった時に大変ありがたいのですが、使っているとえらい不便だなと思うことがい
くつかあります。
肉声よりも外部の音が強く聞こえてしまうんですね。風邪の音、雨の音だったり、トイレの流す音なんかはすごく
うるさいです。
これらを解消する新しい技術が出るといいなと思います。安いもので￥30,000〜50,000 くらいから、高いもの
で￥500,000 ぐらいのものもあります。そんなに機能は変わらないと思いますが、みなさんも万が一必要になっ
た時には、値段ではなく自分にあったものをお使いになるといいかなと思います。
お手元にお配りした資料は、老人会の連合会だよりです。地区の老人会には 78 歳ぐらいで入りました。
各地区に老人会はありますが、私の属している大田の老人会ですが、新年会、忘年会、お花見や総会もあります。
阿夫利山荘に温泉にも入りにいきます。歳をとるとお風呂はとてもリラックスできますね。それを楽しみにしてい
る方々もたくさんいます。
ご参考までに伊勢原市内の老人会会員は 2,500 名、グループは 44 あります。
卓話に際して、色々と考えましたが、少子高齢化を迎えまして、子どもの数が少ないから子育てや教育などにも老
人が手助けしていかないといけないと思います。日本の高齢化は世界にも類がないと思います。元気な年寄りは伊
勢原市内だけでも 4,000 名はいるんじゃないでしょうか？どうかロータリーでも老人が寝たきりにならないよう
に、目を向けていただくのもひとつの方向性かと思います。元気な年寄りがさらに元気になるような奉仕活動など
考えて頂ければと思います。
私はサラリーマンを辞めて 20 数年経ちました。
勤めていたときは横浜銀行に 30 年、
関連会社に 5 年おりました。
60 歳のときに地元の農協関係者からお声がかかって、非常勤監査役を 4 年間やりました。その時の代表幹事が内
藤きんしろうさんでした。ある日、内藤さんから「大谷くん、農協関係だと付き合いが狭いから、ロータリー入っ
て商工会などと関わった方がいいよ」という言葉を頂いてロータリーに入りました。いつの間にか 20 年経ちまし
た。時の経つのは本当に早いなと実感しています。
お釈迦様の言葉で「今を大切に」という言葉を大事に生活しています。朝起きますと、一杯の茶を仏さんに用意し、
お茶と梅干しを食します。そして自己流の体操をして 1 日をスタートします。その後は、畑に行くのが楽しみです。
当時、ふれあい授業を担当しまして、農業の話をしようと思ってたのですが、そのときに池田小学校殺傷事件があ
りました。こんなタイミングだったので、生徒の前では農業の話をする前に命の大切さについて話をしました。命
を支えるのは食べ物。食事の際は感謝して食べましょうといった話をした後に農業の話をしました。いろんな野菜
にまつわる言い伝えなどを話すと熱心に聞いてくれたのを覚えています。ロータリーのふれあい学習ですが、今年
も実施されました。私の個人的な意見ですが、ふれあい学習の講師は、外部の方もいいんですが、ロータリアンが
大勢参加するのがいいと思います。地元のこどもとメンバーが触れ合うというのがふれあい学習のいいところでは
ないでしょうか？

最後になりますが、江戸中期の儒学者で貝原益軒(かいばら えきけん）という人がいます。健康の哲学書を 84 歳
で書き上げた人で、
「人の命は我にあり、天にあらず」という言葉を残しました。とても良い言葉だと思います。そ
んな言葉をご紹介して今年度最後の卓話とさせていただきます。
ありがとうございました。

