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◇プログラム ・11月19日：ゲストスピーカー斎藤友里香さん(財団学友）・11月26日：休会(定款適用)
◇出席報告

例

会

会員数 出席数

出席率

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 ◇欠席者(6名 )小林､宮澤､石山､原、太田

２３５０回 17(15)

９

60.00％

－

－

笹尾さん

２３４８回 17(15)

８

53.33％

－

－

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名)

◇ ゲストスピーカー：

人でやります。日本人には人を信用する気持ちの繋

・井上一さん （星槎大学学長，学校法人国際学園理

がりがあるんだなと感じました。作業を進める時、

事長、世界こども財団理事長、東京大学・公共政策

インドネシアでは作業が間違っているとそれは違う

大学院・客員研究員）

と言うだけですが、日本ではこういうようにするん

◇ 米山奨学金授与：

だと教える。作業する時のチームワークが家族の気

アルウイン・スプリアント君 ：何時も有り難うござ

持ちと同じだと感じました。良い体験をしました。

います。大

21日に米山学友主催の国際交流会が高座渋谷駅前の

磯宿場まつ

会館でやります。私とマレーシア人の学生と組んで

りに参加し

インドネシア料理を作りますので、是非いらっして

て色んな体

下さい。

験をして大
変感銘を受

重要情報：クラブ事務所の移動

け ま し た。
初めて落語

大磯プリンスホテルの1・2号館は来年

を 見 ま し た。

2月より改築開始のため 1月25日-~27日

とても良かったです。それからチャンバラ素晴らし

で事務所移動をします。 移動先は3号館

かった。その前の舞台組み上げの体験も良かった。

の3-250号室。2017年1月から3号館の

その時のチームワーク，日本人のやり方とインドネ

改装開始。このため、クラブ事務所は

シア人のやり方が違うなと言う事を勉強しました＝

17年1月中にホテルから移転します。

杭を打ち込む時、日本人は一人が杭を持ち、一人が

＝移転先は今後検討します＝

大きなハンマーで打つ。しかしインドネシアでは一
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◇おめでとうございます

へ飛び込もうと思ったくらい･･。今そんなことを言
誕生日祝：

っても家内は勝手な事を言ってるなんて言ってます

斎藤正淳さん

けれど･･･。 （笑）

(11/7)

結婚記念日祝：

父 が82才ま で

井上浩吉さん

生 き ま し た。

（11/12）

(明治27年生)。

息子が50才なので、も

父の年まで生

う50年経ったかと･･。

きられるかな

今になると結婚記念日

と思っていま

でも誕生日でもどっち

したが昨年が

でもいいやと言う気持

父の歳でした。この年から記録が83になりました。

ちになっています。こ

私のもう一つの目標が祖父で92まで生きました。昔

の年になると「命なり

の92才は今の100才以上ですね。1867年ペルリが来

けり」年を取り過ぎたという感じが強くしています。

た年生。私が小学校6年の時に亡くなりました。幕

花が贈られてこなければ結婚祝も誕生祝も分からな

末から明治までの日本の激動期に波乱に富んだ人生

い状況ですが、残念ながら私が忘れていても、かみ

を生き抜きました。親戚の中には将軍の指南番をや

さんと言うもう一つの存在が構えております （笑 ）

った者や新撰組の隊員だった者もいました。

どうもお花有り難うございました。

結婚の事を考えると結婚記念日は10月28日、誕生日
が11月7日、家内の誕生日が11月14日。1週間おきに

◇田中敏治ＳＡＡ： テーブルの蜜柑は守屋さん

記念日が来るので、今まで三つを一緒にやっていま

から、箱入りケーキ

した。今年家内は80才。これは何かをと考えて明日、

は手塚さんの台湾土

息子とサプライズを計画しました。昔家内と山下公

産、山梨の葡萄パイ

園を歩いていてお金がないのでニュー・グランドホ

は新宅さんのお土産，

テルを横目に見ているだけでした。若い時には元気

紅茶（ポチ）はアル

と時間はあるけれどお金がない。中年になってお金

ウイン君からです。

が出来る頃は忙しくて時間がない。年を取ると今度
は時間があるけど力がない。それでニュー・グラン
ドホテルに部屋を別々に取りました。 （笑）

◇会長報告

家内は神奈川区の生まれで、小学校3年生で疎開し

１．11月1日大

て以来生まれた家に1回も行った事がない。その小

磯宿場まつり

学校にも行った事がない。息子にその場所を調べさ

が あ り ま し

せてそこへ連れて行く事にしています。Happy Birt

た。前日舞台

h Day!!

をチームワー

結婚記念日祝：

ク宜しく設営

斎藤正淳さん

頂きました。

（10/28）

当日は天気が

河本親秀会長

お花を貰って気がつ

良く雨模様だ

きました。大好きで

ったこの2~3年

結婚したはずなの

に比べて人出が多く，朗多里座も大変賑わいました。

に、年を取ると家内

特に最初の演目のチャンバラは観客が道路まで一杯

がだんだんおふくろ

でした。

的になってきます。

当日はEnd Polio Nowキャンペーンをしましたので、

そのうちに娘がそう

茅ヶ崎ＲＣの大箭剛久財団担当地区副幹事、地区公

なってきます。若い時の一種の熱病みたいで、何と

共イメージ委員の柏手茂さん（平塚）と根岸君代さ

言ったって、こいつと一緒になれなかったら相模湾

ん（平塚北）も来訪、大箭さんはポリオ撲滅募金に
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ーブルテレビとしてエンド・ポリオを観客に訴える

◇委員会報告
☆スマイルボックス

ところを取材（11月3日~9日まで、日に3回放映）下

・河本親秀さん

さいました。アルウイン君は前日、当日出席、舞台

： 星 槎 グ ルー プ 、

設営、募金活動の手伝いをしてくれました。

国際学園理事長井

募金は千円札から1円玉まで177枚、28,888円集まり

上一さんようこ

ました。今年はお祭りだけでなく、ポリオ撲滅キャ

そ。本日は卓話よ

ンペーンを兼ねた活動に地区から3名も、またアル

ろしくお願いいた

ウイン君が参加下さって例年以上に充実した宿場ま

します。斎藤ドク

つりになりました。

ターお誕生日結婚

２．今日は星槎から井上さんが卓話にお出で下さい

記念日おめでとうございます。井上浩吉さん結婚記

ました。井上さんは3.11東日本大震災の後、卓話に

念日おめでとうございます。アルウィン君ようこそ。

お出で下さり、星槎グループの救援活動のお話を伺

・井上浩吉さん： 結婚記念日祝い有難うございま

声を張り上げてお手伝い下さり、柏手さんは湘南ケ

百瀬恵美子さん

いました。その後平塚南クラブにもご一緒に卓話に

す。
行って下さいました。今回久しぶりにお見え下さり、 ・斎藤正淳さん： 結婚記念日祝い、誕生日祝いと
宮澤会員に代わって星槎グループの活動についてお
有難うございました。亡き父の年令を越える８３才
話を頂く事になり、大変楽しみであります。

となりました。寄る年波で弱って来たので時々休み

３．来週は財団月間に因んで、財団奨学生の卓話が

ますが、よろしく。

あります。財団奨学生は斉藤友理香さん（ふじさわ

・新宅文雄さん： 井上学長よろしくお願い致しま

湘 南 推 薦 ） 、 付き 添 い で 菅 原 光 志 パ スト ガ バ ナ ー
（鎌倉）が来られます。

います。井上浩吉さん（11/12）結婚記念日おめで

４．ソウル国際大会に申し込んでおりましたところ、
受付完了（6名）の返事が来ました。書類を揃えて1
2月3日に送付の予定。来年5月28日、10:30羽田集合、
5月31日まで3泊4日の旅程です。旅行費99,000円+登
録料37,200円。

とうございます。

・田中敏治さん： 斎藤先生、井上さん結婚記念日
おめでとうございます。いつまでも、ご夫婦、お元
気でお過ごし下さい。

・アルウィンさん： さいとうさん、おたんじょう

５．例会後モロキニで理事会を開きます。

◇幹事報告

す。斎藤ドクターお誕生日（11/7）おめでとうござ

び おめでとうございます。井上さん、結婚記念日

大藤勉幹事

回覧：

おめでとうございます。さいとうさん、結婚記念日
おめでとうございます

・百瀬恵美子さん： 斎藤先生、お誕生日 御結婚記

１．米山学友会主催国

念日 Ｗでおめでとうございます。井上さん御結婚

際交流会：11月21日

記念日おめでとうございます。井上一様卓話たのし

（土）13:30小田急高座

みです。

渋谷駅近くの「清風」
２．神奈川県より麻薬･
覚醒剤濫用防止運動神

本日の食事

奈川大会の案内。11月2
0 日 （ 土 ） 16:3 0神 奈 川
県民ホール。ポスター
は中南信金の1階に掲示します。
３．小諸ＲＣより会報。
４．例会変更：秦野中ＲＣ
５．第8回新会員の集い：入会5年程度、来年2月12
日,箱根湯本ホテル、対象＝田中、野田、大藤、原
さんの4人です。12月18日申し込み締め切り
６．平塚北ＲＣ45周年記念誌
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◇卓話

オリンピック･パラリンピックの時に日本が国際社

◆◇◆ 星槎グル－プの
国際支援･交流活動 ◆◇◆

会に対して、どういう社会が必要なのかを示さねば
リンピック参加国の数に限りなく近づけて行きたい。

（参考資料：ＰＰＴコピー添付）
学校法人国際学園理事長

ならない。そのためにパラリンピックの参加数をオ

井上一さん

その為にアフリカでパラリンピックに参加した事の
ない国に声を掛けられる所はないかと宮澤に言って
きたので、それならエリトリアならと言う事で関わ
り合いがスタートしました。エリトリアはオリンピ
ックには参加していますが、パラリンピックに参加
した事はありません。今回参加の表明を頂いており
ます。
アフリカ には54カ国＝別に未承認の2カ国計56各
国あり。3,000種類の言葉が話されている多様性に
富んだ地域である事が分かります。エリトリアは9
部族だが大丈夫か？
＝宮澤によればメインストリートには教会とモスク
があり、自由に行き来している。そんな国は見た事

3.11東日本大震災の時は被災地区に星槎学園の622
名の高校生、大学生が被災しました。学校が仙台郡

ない。それは「お互いが認め合っている」からだと
＝
今回はスポーツというキーワードで入っています。

山にあり建物被害がありました。その時から今も学
校職員が相馬市、南相馬市の小・中・高校生の子供
と親と教員の心のカウンセリングを続けています。
又定期的に東京大学の医学部と連携して健康診断、
健康相談を支援者の皆さんの心を引き継いで続けて

スポーツ強国と言うとエチオピア、ケニア、エリト
リア三大強国です。しかし実情は国に力がない為に、
強いスポーツ選手は外国に買われて行っている。ヨ
ーロッパの国々が才能ある人を持って行ってしまう。
ヨーロッパでトレーニングして、ヨーロッパ・ブラ

います。
星槎には今20法人あります。公益法人が中心です。
株式会社、有限会社、農業法人,社団法人＝宇宙観
測、劇団等々、訳が分からないくらい･･･ （笑） 。
今日はその中で国際支援と交流活動に絞って報告

ンドで出す。エリトリアはそういった意味で潜在力
は高いが国際的にはまだ知られていない。しかし陸
連の人達に聞けばエリトリアには我々がスポーツで
教える事は何もないくらいの国だそうです。宮澤は
「そういった人達がエリトリアの旗を背負って世界

させて頂きます。

に羽ばたいて行く。それが出来なければおかしいだ

エリトリア支援：
今エリトリアという国との交流が深くなっていま
す。エリトリア＝「紅海」の意味＝国名。エチオピ
アの北海岸線にあり人口600万人弱、面積は北海道+
九州くらい。宗教はキリスト教中心。原始キリスト
教に近い宗教が残っている。言語はティグリニア語、
アラビア語。9部族あり,力を合わせて国を構成して
いる。1991年独立し、93年国際的承認を受ける。こ
の承認を受けた後、最初にこの国に入った日本人が
宮澤です。ヨーロッパの人達の医者･看護婦とチー
ムを組んで、医療、健康、公衆衛生等の支援、そし
てエリトリアの皆さんに一番感謝されているのが職
業訓練の礎＝職業訓練大学＝を創ったのが宮澤でし
た。今の大統領以下、官僚の方々が覚えている。そ

ろう」何かやろうぜ！！と言って約束してきました。
そして2015年北京の世界陸上競技会のマラソンでエ
リトリアのギルマイ・ゲプレスラシエが優勝し世界
をあっと驚かせた。その場に宮澤がエリトリア選手
団のコーチの肩書きで参加していて、マスコミのイ
ンタビューを一手に引き受け、毎日新聞に載った。
宮澤が2014年からスポーツの支援でエリトリアに入
って交流を深め、2020年東京オリンピック･パラリ
ンピック競技大会へ向け「エリトリア－日本スポー
ツ･コラボレーション覚書」を星槎グループとエリ
トリア･オリンピック委員会とが締結＝何故か日本
国とエリトリアでなく＝星槎グループとの信頼関係
が日本の外務省より上と言う事でしょう
そしてオリンピック･パラリンピックのエリトリ

れで日本政府から宮澤に2020年オリンピック･パラ
リンピックの応援をしてくれと頼まれた＝2020年の

ア支援の事前キャンプ地を神奈川県に引っ張ってき
ました。黒岩知事、大磯の中崎町長、小田原加藤市
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長、箱根山口町長、宮澤の六者調印＝事前キャンプ

本製品を扱えると言うだけで2倍の給料が貰える

調印は日本で四番目。民間の入った調印は他にはな
い。これは箱根にとって一つの元気になると良いな

ミヤンマー： 先日選挙があり、かなり大きな変化が

と思っています。大涌谷の噴火規制で箱根が苦境に

あるかなという段階です。今まで救急車を2台現地

立たされ、観光だけでは駄目だと考えている。星槎

に送りました。遠隔地医療が出来る無線機をつけた

の大学のキャンパスが仙石原にあるので、町と協議

ものです。メインの病院にも無線をつけて遠隔地を

しています。町のカンフル剤になればと考えていま

診療できる体制でやっています。通信技術省に無線

す。あと何カ国か引っ張れると調整中です。

機などを寄付しています。職業訓練について科学技
術大臣が選定した大学生、高校生を日本に招聘し、
神奈川県立平塚の工科高校の協力を得て、そこに入

何故エリトリアか？
アフリカの多様性 ＝民族、宗教、生物、3千の言

れて日本の最先端技術と日本文化の両方を学んで国

語＝に富んだ人達が一緒に暮らす事を日本が学んで

に帰って頂く、自分たちの国をどうするかという発

行く必要がある事。

想のヒントを持って帰って貰う事をしています。

資源 ：アジアで限られた資源とどれだけ関わり合っ
て行けるか？中国が強くなって日本が手をつけられ
ない。そうなるとアフリカしかない。アフリカで日
本に一番近い国は何処か？エリトリアです。エリト
リアは紅海の大きな部分を占めている、それはスエ
ズ運河を押さえる事になる。それは航路を押さえる
事になる。アフリカと対話が出来る人間を育てなけ
ればならない。日本の子供にはアフリカのヒーロー
（アニメ）はいない。アフリカは遠い国である。そ
れをやると言う事です。
星槎の理念は三つの約束 に集約されます。
全国に中学･高校･大学･保育園･等で3万人くらいの
人が関わっています。 「人を認める」「人を排除し

ブータン ：星槎というとブータンと言う事になって

ない」「仲間をつくる」 、これを色んな人とシェア

いますが、宮澤が仲良しになった人（写真）が首相

したい。それはここに経済の原則があるから。相手

になって驚いています。留学生の受け入れに協力。

が笑顔になって初めて有り難うという言葉が貰える。 うちの学校でサッカーをやっていたキンザン君がブ
有り難うの言葉の代わりに大根を貰うのか、お金を

ータン国の代表選手になりました。国の代表1号で

貰うのか、それがなければ経済は破綻して行く。

す。今女子が日本サッカーの代表に入っています。

子供を中心にしてこの三つの約束を国境を越えてや

今になでしこチームで出ます。又2月にブータンの

って行こうとした時に、アフリカという所は私たち

若い子達が日本に来ます。毎年10名の交換留学をや

にとって大事なところ。それでは何が出来るか、何

っています。ブータンで大学に行ける人達は限られ

を学べるのかという事を学ぶ為にしている活動の一

ています。国の中心に行く人が10年後、100人が日

つががエリトリアへの支援と交流をすることです。

本大好きと言ってくれれば両国間関係は違ってくる
だろうとやっています。

エリトリア以外の国との交流：
バングラデシュ、ミヤンマー、ブータン、カンボジ

総ての根底にあるのは「人を認める」「人を排除し

ア、ラオス 等があります。

ない」「仲間をつくる」と言う事をシェアする為に
色々やって来ました。

バングラデシュ ：世界最貧国、イスラム教国ですが
その中に仏教の村があり、その中にあるアグラサー

先日 、世界こども財団が公益財団法人 になりました。

ラという孤児院の500人くらいの子供の手に職をつ

公益性の高い事業であると言う事で認められました。

ける為に、日本の企業の協力を得て縫製工場が完成

それで寄付金、会費は所得税から還付できますので、

しました。そこで子供達が手に職をつけて卒業して

皆さんのご協力を是非頂きたいと皆さんから他の人

行く事が出来そうです。＝市中の工場で働くとき日

に言って頂ければとお願いする次第です。
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結語
今日は宮澤の代理で参りました。私は宮澤の生徒で
して、41年の付き合いになります。41年付き合うと
こうなっちゃうのかな、と許して頂ければと･･･。
私が宮澤に会ったのは9歳の時でした。私は塾の生
徒で宮澤は20台でした。今40周年です。宮澤はずっ
と給料を取らずにやって来ました。つい最近になっ
て給料を取り始めました。霞食って生きてるんかい
と言う状況でした。自分の命削って自分の事にいい
加減なものですから胃も失なっちゃう。子供達の為
に何が出来るか一生懸命尽くしてきた人間でありま
すので、決して何処かでサボって楽している訳では
ありませんが、ロータリには出席できなくて申し訳
ないと言う事で、締めくくりさせて頂きます。
以

上

質疑の中で 、 早稲田大学の原貫太君創立のバングラ
デシュ国際協力隊 が頑張って活動しているので、機
会があれば代表を星槎に連れて行き意見交換･助言
を頂きたい旨依頼。快諾を得ました。
宮澤さん世界アマチュア無線殿堂入り：
宮澤さんはアマチュア無線では世界的に有名な人
で、先日アメリカにある世界アマチュア無線殿堂入
りをされました。日本で3人目です。八木無線の八
木さんが殿堂入りしています。無線を通じて社会貢
献をしたと言うことで、ヨーロッパの人達の推薦で
殿堂入りされたと言う事です。
以

上
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