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２０１６-１７年度 

第２５６２回 
平成２８年１０月２８日（金）点鐘１２：３０ ≪曇り≫ 

◆ロータリーソング『それでこそロータリー』      
◆四つのテスト ～言行はこれに照らしてから～ 
  １．真実か どうか 
  ２．みんなに公平か 
  ３．好意と友情を深めるか 
  ４．みんなのためになるか どうか 

◆お客様紹介                 

◇本日のゲストスピーカー 

オークラ千葉ホテルスタッフ ガイダ・マルティン様 

◇ひかり学園 園長 武藤 直樹様 

◇ロータリー米山奨学生 シェルパ・チリンさん 

 

◆会長報告            小林 透会長 

先日のロータリー情報研修会はいかがでしたでしょう

か？入会歴が浅い方向けの内容とのことですが、会員

であればぜひ知っておきたい内容で、また、なかなかし

っかりと学ぶ機会もなかったものなので大変有意義な時

間を過ごさせていただきました。 

ロータリーの成立の流れから始まり、様々な解説があり

ましたが、その中で特に感じ入った項目は、ロータリー思

想に関する箇所です。皆さんもご存じのとおり、１９１１年

第２回全米連合会ポートランド大会において、理念であ

る、「超我の奉仕」と実践原理である「最もよく奉仕する者、

最も多く報いられる」が、それぞれコリンズ、シェルドン両

氏により提唱されました。ロータリーは奉仕をする会であ

ることを明確に示すものかと思います。 

 さて、本日は米山月間最後の例会です。多くの奨学生

の支援となるロータリー米山記念奨学会への寄付をぜ

ひお願いしたいと思います。資料によりますと、３万円で

準米山功労者、１０万円で米山功労者として表彰されま

す。当クラブでは、１０万円の米山功労者から実際の寄

付を行っております。いきなり、米山功労者となることに

は抵抗があるという方がいらっしゃるかと思いますが、当 

 

クラブでは、「ロッテリアン」という積み立て方式を行って

おります。例会に参加した都度、少額でかまいませんか

ら少しづつ積み立てていくことで確実に米山功労者にな

ることができます。受付にファイルがありますので是非参

加していただければと思っております。 

ロータリーの実践原理の原文「He profits most who 

serves best」をぜひ実践していきましょう。 

 

◆委員会報告                  

金親 博榮ガバナー補佐より 

１０月２１日（金）の「第３分区Ｂロータリー情報研修会」

におきましては、みなさんのご尽力のおかげで無事終え

ることができました。本当に有難うございました。 

アトランタ大会が来年６月に開催されます。八街ロータ

リーが準備しているツアーがあります。シカゴのエバンス

トン、ロータリーの本部があるところですが、ここを周って

大会に出る、というツアーで、こちらのツアーにもご参加

よろしくお願いします。 

社会奉仕委員会より 

≪ひかり学園 園長 武藤直樹様≫ 

毎年のご支援ありがとうございます。今年も野菜パック

や自然薯などの販売のご紹介をさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

 また、多古町の〝いきいきフェスタＴＡＫＯ″が１１月１

９日（土）に開催されます。このときひかり学園の保護者

会がバザーを開催します。こちらについても、よろしくお

願いいたします。 

≪酒井 秀大社会奉仕委員長≫ 

 いま武藤園長からご紹介いただいた野菜パック等につ

きましては、ぜひ、ドンドンとご注文を宜しくお願い致しま

す。 

 １年間通じての「ひかり学園」への支援方法についての

ご案内です。集める方法等をメールボックスへ配布して

ありますのでご覧いただければと思います。「ひかり学園」

への運搬については、大塚会員の経営する大塚運輸さ



んのご協力で実施することになりました。 

１１月１９日の〝いきいきフェスタＴＡＫＯ″に皆で行っ

てみたいと思いますので、ご参加、よろしくお願い致しま

す。また、このバザーに出品する物品も集めたいと思っ

ておりますので、こちらも、ご協力をよろしくお願い致しま

す。 

 １１月２６日（土）は、「ひかり学園」の施設を見学に行き

たいと思いますので、こちらも、ご参加よろしくお願い致

します。 

 

◆ニコニコボックス報告             

≪小林 透会長・廻 辰一郎幹事≫ 

秋も深まってまいりました。栃木県・日光では紅葉シー

ズンを迎え、外国からの観光客が殺到しているとのことで

す。そのような中、本日はポーランド人のガイダ・マルティ

ンさんにゲストスピーカーとしてお越しいただいておりま

す。ポーランドのことをたっぷりとお聞かせいただければ

幸いです。楽しみにしております。 

尚、先週のロータリー情報研修会へご参加の皆様、お

疲れ様でございました。有難うございました。 

≪大塚 裕正会員≫ 

 先週の父の葬儀におきましては、多数の皆様にご会葬

いただき、有難うございました。 

≪金親 博榮会員（第３分区Ｂガバナー補佐）≫ 

 １０月２１日開催の「第３分区Ｂロータリー情報研修会」

におきましては、クラブの皆様の絶大なるご協力により、

無事終えることが出来ました。有難うございました。裏方

を担っていただいた方々にも感謝申し上げます。 

 

 

 

◆出席報告 (会員数５１名)                   

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい。 

 

演 題⇒ 「私が見たＪＡＰＡＮ」 

卓話者⇒ オークラ千葉ホテル レストランスタッフ 

         ガイダ・マルティン様 

 

ポーランドという国を聞いたことがありますか？音楽が

好きな方はショパンという名前をご存じでしょう。歴史に

詳しい方はアウシュビッツやワルシャワ条約という言葉が

頭に浮かぶと思います。さらにお酒をよく飲む方は、ズブ

ロッカのリンゴジュース割を召し上がったことがあるでしょ

う。ほとんどの日本人の方がポーランドについての知識

がそこで終わります。  

千葉南ロータリークラブの皆様には、ポーランドにつ

いて少しでも興味を持っていただけたら幸いです。ポー

ランドは、ヨーロッパの真ん中にあります。昔から周りにあ

ったロシア、ドイツ、トルコ、スウェーデン、オーストリア、

チェコと戦争したり同盟を結んだり協力したりしてきまし

た。いろんな民族が集まっていて、ときには喧嘩をしたり、

ときには仲良くなったりしてポーランドの特殊な文化が出

来ました。ヨーロッパの国々は西、東、北、南に分かれて

います。ローマ帝国の分裂の影響で西と東は宗教が違

い、文字も違います。さらに、アルプス山脈の影響で気

候が違い、南と北は別の世界です。 

ポーランドはいろいろな文化の影響を受けて、特別な

文化が生まれました。１６世紀から１７世紀にかけてポー

ランドはヨーロッパで一番大きくて強い国でした。しかし、

１８世紀に入ってから貴族の我儘な行いで力を失い、周

りの国に支配されて１２３年間、世界地図からなくなりまし

た。その状態は第一世界大戦まで続いて、１９１８年にや

っと独立しました。 

２年後、革命後のコミュニストのロシアから攻撃を受け

て、奇跡的な戦いで自分の自由を守れました。でも、ど

れだけ頑張っても第二次世界大戦の時、ドイツとロシア

と同時に戦って勝ち目がありませんでした。戦争の後、

フランス、イギリス、アメリカという味方に見捨てられて、無

理矢理にソ連の一部となりました。 現在、EU に入って、

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 17,000 円 累計 177,000 円

金の箱 1,151 円 累計 8,575 円

出席者数 

３６名 

欠席者数 

１５名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

３名 

10/14 修正出席率

７０．５９ ％ 

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 11/8・11/29 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 11/29 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 ― 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水  ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 11/10 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 ― 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



やっと安定した生活を取り戻すことが出来ました。 

次に、私が初めて日本を訪ねたことについてお話しし

ます。 

日本に興味を持った最初のきっかけは、村上春樹の

本でした。高校２年になって、周りの同級生がみんな行

きたい大学とか将来やりたい仕事とかを語っていました

が、残念ながら私にはそのようなやりたい事はありません

でした。ありませんでしたというより、やりたいことがいっ

ぱいあり過ぎてどれにしようか決めることが出来ませんで

した。 

そういうわけで学校を卒業して、すぐ大学に入学せず

にヒッチハイクの冒険に出ることにしました。この時、もう

日本に興味があって、最終地点を決めるときは何の迷い

もありませんでした。親友に付き合ってくれるように説得

して、イギリスのバイトでお小遣いためて、出発しました。

半年かけていろんな国々を回りました。親切な人がたくさ

んいたウクライナ、きれいな景色ときついお酒のロシア、

不思議なモンゴル、個性的な中国、笑顔で迎えてくれた

台湾、辛い食べ物でビックリさせられた韓国、最後はや

っと船で下関へ到着！ 

日本に来た瞬間は体中が暖かい気持ちでいっぱいな

りました。海外より空が青くて、とても高く感じました。下

関の真夏の自然の緑の豊かさが今でも記憶に残ってい

ます。 

最初は、興奮した子供みたいに一般人の家の前で写

真を撮ったりしました。今になっては、見慣れている瓦屋

根がすごく印象的でした。通じないはずの日本語で人生

初のお寿司を注文するときもワクワクしていました。お寿

司だけではなく、どんな料理も新鮮で毎日新しいものが

食べられることを楽しみにしていました。 

また、コンビニの良さを知ってしまえば海外へ帰るの

は大変難しいです。来日してから３日経って、３か所の温

泉に入りました。最初は恥ずかしくて落ち着くことが出来

ませんでしたが、どんどん裸の付き合いの楽しさを知っ

て、あの時から機会があれば必ず温泉に入るようになり

ました。 

でも、ヒッチハイクしたときに一番大事なこと、記憶に

残ることは、食べ物や景色ではなく、やはりいろんな方と

の出逢いでした。年齢、性別、国籍、言葉、趣味、学歴、

社会的な立場・・・、普段、絶対出会うはずのない方が乗

せてくれて友達になってくれます。それこそがヒッチハイ

クの一番魅力的なところです。朝、目を覚ますと誰と出逢

うか？どんな景色が見えるか？何を食べるか？どこまで

行けるか？今夜はどこで寝るか？このような謎だらけの

旅をしながら日本のことが好きになりました。どんな変な

ところで野宿をしても不安を感じたことがありませんでし

た。他人に話しかけられても下心を持って接してくる人は

一人もいませんでした。 

たくさんの人に親切にしていただいて、私ももっと優し

い人になりたいと思うようになりました。今まで出会ってき

た人のおかげで今の私がいます。そして、こんなにも自

分を成長させてくれた日本に住んで生活していきたいと

思うようになりました。そのためにポーランドに戻り、日本

で生活するための準備をしました。まず、日本語を独学

で学んで、ヒッチハイクで出会った日本人と毎日連絡を

取るように心がけました。しだいに私の日本語が相手に

伝わり、楽しく会話ができるようになりました。 

そして、日本についての歴史、文化、教育と仕事のや

り方を学びました。学んでいくうちに、家族や友人から、

日本で生活することによって本当の日本を知ったら嫌い

になってしまうんじゃないかという心配をされました。しか

し、私は心配どころか日本に住みたい気持ちが一層高

まりました。実際に住んでみると、日本の嫌な部分もポー

ランドに伝えたくなるようになりました。 

今年の６月にやっと日本に引っ越して来ました。それ

で見方が変わって、私も７年前の私と違う人間になりまし

た。ヒッチハイクで出会ったように、近所の人とすぐ仲良く

なるのは難しくて、ポーランドのように突然に挨拶をして

もビックリされることもあります。日本人の本音と建前の区

別が分からなくて、深い関係を築くことが難しいと感じる

ようになりました。しかし、原因は私にあると思います。日

本についての知識が少なすぎて、この国の社会にうまく

溶け込むことがまだ出来ないです。でも、今以上に時間

をかけて勉強に励んで努力すれば大好きな日本で自分

らしく生活することが出来ると思います。 

以前よりは、なにもかも新鮮で、ワクワクする気持ちは

少なくなりました。それは、日本で生活をしていける証拠

だと思います。今まで親切にしてくれた日本の人達に、

これからは役に立てるようになりたいです。そして、いつ

の日か自分を変えてくれた日本で役に立つ人間になり

たいと思います。 

皆様みたいな親切な方々の助けがあれば、その夢を

いつか絶対に実現できると思います！ 

最後までお聞きいただきありがとうございます。 
 

ポーランドの首都：ワルシャワ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        写真：インターネットより 

 

 

 

第２５６３回例会 

日 時⇒ 平成２８年１１月４日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 会員卓話  早野 友宏会員 

第２５６４回例会 

≪ガバナー補佐主催 第３分区Ｂゴルフ大会≫ 

日 時⇒ 平成２８年１１月１１日(金)  

場 所⇒ キングフィールズゴルフクラブ 

 
＜会報当番：酒井 秀大＞ 


