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2018 － 19 年度　　国際ロータリーのテーマ
『インスピレーションになろう』
RI 会長　　バリー・ラシン

川崎北ロータリークラブ会長の方針
『成功するまでち

・
が
・
う
・
ことをやり続ける！！』

会長　佐久間 馨
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第2829例会	 平成 30 年 11 月 28 日（水）

点　鐘 佐久間 馨 会長

スマイル体操 平野 和枝 親睦委員

司会と斉唱 松下 幸夫 会場監督
石原 安 ソングリーダー

「手に手つないで」

お客様紹介 佐久間 馨 会長
ゲストスピーカー

R 財団奨学生・学友 宮崎 彩 様
横浜ベイ RC

会長 髙橋 健一郎 様
生駒 寅男 様
楠 雅翔 様
前田 平俊 様
平 芙蓉 様

川崎高津南 RC
第 3G ガバナー補佐 大友 憲子 様
幹事 小川 和夫 様
青少年奉仕委員長 坂田 重男 様

松下会員ゲスト
アンジェラ F カブラ 様
根木 啓輔 様

出席報告 戸川 俊雄 出席委員
会員数 58 名 出席 43 名 欠席 15 名

（対象外 4 名） 出席率 79.63%
前々回訂正 欠席 0 名 MAKE UP 0 名

（対象外 0 名） 訂正出席率 100%
欠席者

波木井君 花田君 星野（博）君 星野（妃）君 石井君 
上山君 柾木 君 三平君 溝淵君 茂木君 
野口（哲）君 関君 世良君 重田君 色摩君

会長報告 佐久間 馨 会長
12 月 5 日（水）は年次総会です。次年度理事・役員
候補者の選挙を行います。

幹事報告 相良 久征 幹事
1. 地区からの来信

① 第 51 回インターアクト年次大会のご案内
日時：2019 年 1 月 27 日（日）9：30 ～ 17：00
会場：横浜清風高等学校
今回は「連帯 solidarite（ソリダリテ）～知ることが力に
なる～」をテーマとして、記念講演・分科会などを企画
登録料： ロータリアン 5,000 円・インターアクター

1,000 円
申込締切：12 月 15 日（土）
※��クラーク記念国際高等学校横浜青葉キャンパス IAC
の参加者については、洪 IA 委員長へご確認お願い
いたします。

② RI 日本事務局より、ロータリーレートのお知らせ
12月も 11月から変更なしの 1ドル =112 円

2. 他クラブ例会臨時変更
 ●横浜あざみ RC
12 月 5日（水）
移動例会�横浜市立あざみ野中学校「職業を語る会」
点鐘 12：00
12 月 19 日（水）
年忘れ家族会　新横浜国際ホテル　点鐘 18：00
1 月 23 日（水）
移動例会�横浜市立すすき野中学校「職業を語る会」
点鐘 12：00

 ●川崎大師 RC
12 月 19 日（水）⇒ 18日（火）　年忘れ家族会
マリオット銀座東武ホテル　点鐘 18：00
12 月 26 日（水）・1月 2日（水）　休会
1月 9日（水）⇒ 8日（火）　新春 4クラブ合同例会
川崎日航ホテル　点鐘 12：30
 ●川崎西北 RC
12 月 20 日（木）　年忘れ家族会



深大寺�水神苑　点鐘 18：30
12 月 27 日（木）・1月 3日（木）　休会

 ●川崎幸 RC
12 月 21 日（金）⇒ 18日（火）　年忘れ家族会
ヨコハマ�グランド�インターコンチネンタルホテル
点鐘 18：00
12 月 28 日（金）・1月 4日（金）　休会

3. 12 月 5 日（水）は、例会前 11：15 より定例理事会
を開催いたします。理事 ･ 役員各位のご出席をお願い
いたします。

委員会報告
クルーズ 由美子 会員
先日ロンドンに住んでいる叔母を訪ねた際に、グロー
バル奨学生�呉田�幸子さんとアフタヌーンティーを楽
しみました。日々勉学に励みながら、毎日様々な国籍
の方とのコミュニケーションの中で、国際結婚にも興
味がでてきたようです。何より元気で、異国でもリラッ
クスして生活できているようでとても安心しました。
皆さまによろしくとの伝言を賜ってまいりました。

60 周年実行委員会　入来 武久 委員長

来月から今年度分の 60周年記念に向けた積み立ての
集金が始まります。

職業奉仕委員会　石坂 想 委員長

職場訪問のご案内
訪問先：野村證券
日時 :1 月 23 日（水）例会後から始まり、20 時過ぎ
には武蔵小杉駅に到着予定ですが、正式な報告は来週
以降させていただきます。

ゴルフ同好会　直前会長　大塚 正一 会員

前年度の優勝者（松下�幸夫�会員、宮崎�秀樹�会員、�
大塚�正一�会員、渡邊�敏久�会員）4名の間で行われた
大塚杯の取切戦ですが、私が優勝させていただきまし
た。第 2位の松下�会員には副賞として準備しておい
たベルトをお渡します。改めまして、松下�会員おめ
でとうございます。

報告 藁科 義弘 会員
皆さま、この 1年間暖かいご声援をいただきまして、
誠にありがとうございました。Jリーグの中では 5つ
目になる連覇を達成いたしました。スタート時点では
なかなか調子の波に乗れずどうなることやらと思いま
したが、後半はフロンターレらしいスタイルを徹底し
て求め、結果を出しました。今年は、天皇杯、ルヴァ
ン、あわよくば ACL を取ろうと思ったのですが、残
念ながらこちらは来年への持ち越しとなりました。し
かしながら、1番取りたかったリーグ戦を取れたので、
今年の目標は達成できたように感じています。来年は
今まで鹿島アントラーズしか取ったことのない、3連
覇に向けてチャレンジしていきたいと思っています。

優勝祝賀会のご案内
日時：12月 9日（日）18：00～
会場：セルリアンタワー東急ホテル
申込締切 12 月 4日（火）までに事務局まで出席のご
連絡をお願いいたします。

優勝祝賀パレードのご案内
日時：12月 9日（日）10：30～
川崎市役所前から駅前まで優勝祝賀パレードを行いま
すので、そちらもぜひご参加いただけたらと思います。
昨年は 50,000 人ものサポーターにお祝いしていただ
きました。今年もにぎやかなものになるかと思います
ので、お時間に余裕のある方は、ぜひお越しください。

卓話
日本と国際社会の文化に対する見かたの違い
R 財団奨学生・学友　宮崎 彩 様
ロータリー親善奨学生に選んでいただき、私の人生は
大きく変わりました。私は、子供のころから、文化財
を保護することが夢でした。その背景には、幼少の頃、
父の仕事の関係で、当時まだ途上国といわれるメキシ
コに住み、ピラミッドに出会い、その壮大さに感激し
たことがあげられます。放置されているピラミッドと、
保護されているピラミッドとがあり、その違いはどうし
てだろう、放置されているピラミッドも含めて守ってい
きたいと、その頃、強く感じたのを覚えています。大
学では国際関係を学び、その後、2012 ～ 2013 年度ロー



そもそも日本で考えられている「文化」とは何を指すの
でしょうか。日本の文化も海外に打ち出すものですと、
主に歌舞伎や能といった伝統文化、漫画やアニメといっ
た大衆文化などがあります。その国の「文化」といっ
ても、国内から見るもの、国外から見るもの、個人の
観点によって異なります。

（世界遺産委員会・若手遺産専門家会議）

私は先月、欧州委員会主催の Global Cultural Leadership 
Programme 2018 に参加し、文化をめぐる感覚の違い
を実感しました。この会議は、文化行政に携わっている
欧州、アジアの 40 歳未満のリーダーや行政官などを集
めたイベントでした。文化行政について大きく分ける
と、日本をはじめとするアジアの文化の定義は、2 年後
の 2020 年オリンピック東京大会を契機として展開され
る文化プログラムを起爆剤に、全国（都市・地方）の様々
な立ち位置で創作活動、鑑賞体験の機会を提供し、雇用
や産業を作り出すことに重点をおいています。それを基
盤に、訪日外国人旅行者を増やすことにより、経済的な
利益を生む内向きなアプローチとして考えられていま
す。それに対し、欧州は、EU が重要視する基本的な価
値（人権、男女平等、民主主義、表現の自由、法の厳守、
文化や言語の多様性）を実現するために文化対話を行
い、国際問題（軍事脅威、難民、右翼化、文化財の保護）
を解決するイデオロギーの変革を促すツールとして考
えられています。

（イタリア・ローマ）

タリー親善奨学生としてイギリスのヨーク大学に留学
をさせていただいてからの 6 年間で、私の人生が大き
く変わりました。そのきっかけをくださったロータリー
の方々には、心から感謝申し上げます。留学後、文化財
保全の道がますます広がり、国内外の専門機関で仕事・
インターンを経験しました。その後、一度、私の原点
であるメキシコに戻り、研究を続け、その研究結果を
もとに博士課程の論文を書いて現在に至ります。

（ヨークミンスター修復の修行）

文化財とは国内法に規定された歴史・文化・芸術的価値
を保持したモノで、日本、メキシコ、イギリスと国によっ
て定義が異なります。古いものでは遺跡、教会、寺院
など、街並み自体が文化財となっていて、そのカタチ
も様々です。それを国際レベルで管理するのが国際法、
UNESCO 世界遺産条約です。それぞれ国によって違う
定義のもと、国際機関でまとめることができるのか、で
きるとしたら何をすべきなのか、というようなことも
論文の一部として考えています。もちろん、国際レベル、
国家レベルで考えるのですが、最近では、地方自治体
や地域コミュニティーレベルでの取り組みが注目され
ています。そこには、専門家だけではなく、その街に
住む住民なども含まれます。しかし、コミュニティー
が文化財や文化を意識して「自分事」と捉えている事
例は非常に少ないのが現状です。

（アジア若手遺産専門家モデレーター）



この会議で私が感じたことは、アジアの商業を中心と
する文化行政の姿勢に対し、欧州はもっと政治的に「文
化」の在りかたを考えていることです。中国、日本、韓国、
インドとアジアの参加者は、なかなかこの政治的な文
化の議論では意見を言うことができず、不安も残りま
した。これから、日本、アジアの文化行政がよくなる
余地があるという希望とともに、現状を改善していか
なくてはならないことも実感しました。このイベント
に参加して、今の日本でのオリンピック関連の文化イ
ベントは日本を知ってもらう文化政策として機能して
いるのかという疑問を持ちました。先月、このイベン
トに参加したばかりで、自分の中で整理がついていま
せんが、ロータリーの皆様のご意見などもうかがいた
く、本日はこのお話をさていただきました。

ニコニコリポート 小林 美和 副会場監督
横浜ベイ RC：髙橋 健一郎 様、生駒 寅男 様、楠 雅翔 様、
前田 平俊 様、平 芙蓉 様

本日は 5 名で MAKE UP に参りました。貴クラブ
の例会を勉強させていただきたいと考えています。
どうぞよろしくお願いいたします。

川崎高津南 RC　大友 憲子様
本日は 3 名で MAKE UP に参りました。川崎北 RC
の皆さまよろしくお願いいたします。

川崎高津南 RC　坂田 重男 様
お世話になります。

佐久間 馨 会長、貝田 洋 副会長、相良 久征 幹事
本日のゲストスピーカー宮崎 彩 様、卓話をよろ
しくお願いいたします。横浜ベイ RC、川崎高津南
RC の皆さまようこそいらっしゃいました。例会を
お楽しみください。

川野 正久 君
ゲストスピーカー宮崎 彩 様、卓話を楽しみにして
おりました。

ビール同好会：岡本 徳彌 君、戸川 俊雄 君、生垣 繁 君、
渡邊 敏久 君、宮崎 秀樹 君、大部 哲也 君、洪 征治 君、
柳澤 信夫 君

ゲストスピーカー宮崎 彩 様、卓話をよろしくお願
いいたします。川崎高津南 RC、横浜ベイ RC の皆

さま、ようこそいらっしゃいました。例会をお楽
しみください。

武田 信平 君

本日は RC 学友の宮崎 彩 様をゲストスピーカー
としてお招きしました。今年 6 月にグローバル奨
学生の壮行会が行われましたが、その時に卒業生
である宮崎さんのスピーチをお聞きして感激しま
した。そのようなことで、本日の卓話をお願いい
たしました。宮崎さん、どうぞよろしくお願いい
たします。

先週 21 日（水）J リーグ第 33 節、フロンター
レは FC 東京と味の素スタジアムにて戦いました。
後半は押される場面もありましたが、落ち着いた
試合展開によって 2 対 0 で勝利しました。レギュ
ラー選手の小林選手、大島選手を怪我で欠きまし
たが、知念選手が先制点を叩き込み、入団 2 年目
20 歳、初スタメンの田中 碧（あお）選手が巧み
な配球をするなど、遜色のないプレーを披露しま
した。12 月 1 日（土）はいよいよホーム等々力
陸上競技場でリーグ最終戦を迎えます。有終の美
を飾って欲しいですね。

松波 登 君、大塚 正一 君、松下 幸夫 君

ゲストスピーカー宮崎 彩 様、本日はよろしくお
願いいたします。横浜ベイ RC、川崎高津南 RC
の皆さま、アンジェラさん、根木ちゃんようこそ
いらっしゃいました。

大塚 正一 君
昨年度の大塚杯の取切戦で優勝しました。松下さん、
最後のスリーパットありがとうございました。

横山 芳春 君、朝山 浩 君、齊木 貴 君、平野 和枝 君、

石原 安 君、豊見山 徹 君

本日は大変に大勢のお客様をお迎えしております。
横浜ベイ RC、川崎高津南 RC の皆さま、ビジター
のアンジェラ様、根木 啓輔 様、ゲストスピーカー
宮崎 彩 様ようこそお越しくださいました。

小林 美和 君
先日の私の送別会にご参加いただきました皆さま、
御餞別いただきました皆さま、どうもありがとう
ございました。そして 3 年間いろいろと勉強させ
ていただき、ありがとうございました。なかなか
お役に立てず申し訳ありませんでした。来年から
は、新橋 RC になりますので、引き続きロータリ
アンとして少しでもお役に立てる様頑張りたいと
思います。本当にありがとうございました。今後
ともよろしくお願いいたします。


