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2014～2015 年度 

国際ロータリーテーマ ロータリーに輝きを 

国際ロータリー会長    ゲイリー C.K. ホァン 

 

第 2790 地区ガバナー  宇 佐 見 透 

第 6分区ガバナー補佐  諏 訪 武 士 

東金ロータリークラブ会長 髙 橋 邦 夫 

〃      幹事 小久保 良 行 

〃   広報委員長 岡 本 秀 男 

 

 

東金ロータリークラブ 概要 

Togane RC Information 
創  立 1959 年 9 月 15 日 

ＲＩ承認 1959 年 10 月 17 日 

例会日  火曜日 12:30～13:30 

例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 

Web： http://www.togane-rc.jp/ 

事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 

東金商工会議所内 

TEL 0475-52-1101(代) 

FAX 0475-52-1105 

E-mail: info@togane-rc.jp 

第 56 巻第 10 号 通巻第 2661 号 

第 2661 回例会 

２０１４年（平成 26 年）9 月 9 日 

12:30～13:30 東金商工会館４階例会場 

 

∽∽∽ Program ∽∽∽ 
 

開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

お客様紹介 

食事 

会長挨拶 

幹事報告 

委員会報告 

卓話 

 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言と点鐘 

 

会長 

「われらの生業」 

幹事 

親睦委員会 

和食かしま 

髙橋邦夫会長 

小久保良行幹事 

 

ちばぎん証券東金支店 

 林 様

親睦委員会 

管理運営委員会 

会長 
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◆お客様紹介 
ユン・ハンナ 氏 （元米山奨学生） 

 
 今年の３月まで米山奨学生として参加をして

いただいておりましたユン・ハンナさんです。

私から改めて紹介するまでもありませんが、早

いもので終了から５か月経っておりますので、

近況報告を兼ねまして卓話の企画をいたしまし

た。 

 

◆会長挨拶 
高橋 邦夫 会長 

 

９月は青少年奉仕月間です。青少年奉仕は奉

仕の５大部門のひとつですが、以前は社会奉仕の

部門にありました。国際ロータリーが奉仕の部門を 

４大奉仕から５大奉仕に定款を変えた際に、新世

代奉仕(New Generation)として独立の部門となり、

その後、名称の変更が提案されて、2013 年の規定

審議会で青少年奉仕という呼び名になりました。 

東金 RC では東金商業高校インターアクトクラブ

をスポンサーしていましたが、3 年前から休止して

います。それに代えてサッカーやボーイスカウトな

どの青少年活動を支援したり、米山奨学生のお世

話クラブとしての活動などを通じて青少年奉仕分

野に貢献してきました。 

今日は米山奨学生 OG のユン・ハンナさんを卓

話にお迎えして近況をお伺いできるのをたいへん

嬉しく思います。青少年奉仕という側面でこれから

も地域に貢献していけるロータリークラブでありた

いと思います。ありがとうございました。 

 

◆幹事報告 

小久保 良行 幹事 

 

 ９月の理事会がございましたのでご報告さ

せていただきます。国際ロータリー財団の

寄付・米山奨学会の寄付の計画につきまし

て、ポールハリスフェローにつきましては、

1,000 ポイント以上すでに到達している会員

の方がいらっしゃいますので、９名ほど今年

度新たに申請させていただきます。ベネフ

ァクター、米山奨学金の寄付につきましても

募集をしておりますので、ご参加ください。 

 すでにご案内済みですが、５５周年記念ゴ

ルフ大会、記念例会につきまして、９月１６

日ということでご案内をしております。ビュー

ロータリーとの合同でゴルフ大会を開催しま

す。もう少し参加者を増やしたいです。記念

第２６６０回例会の記録 ＜９月２日＞ 
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例会の参加者につきましては、東金ロータ

リー２０名、夫人の会３名となっております。 

 宇佐美ガバナー公式訪問につきましては、

１０月２日（木）東金商工会議所にて午前・

午後の部に分かれて行います。午前中は

会長・幹事・エレクトが出席、午後１２時３０

分から例会とクラブ協議会となります。特に

クラブ協議会の４大奉仕委員長、各委員会

委員長につきましては、ぜひともご出席を

お願いいたします。詳しいご案内はもう一

度、委員長あてにご案内をさせていただき

ます。 

 炉辺会議、クラブ研修につきまして諮り、各

クラブ、委員会の運営、このたび新会員に

なられた渋谷会員の歓迎会も含めまして炉

辺会議の計画を１０月ごろに計画をしたいと

考えています。 

 先日、千葉東メディカルセンター平沢院長

のところへご挨拶に伺いました。引き続き東

金ロータリークラブのお知らせをしていきま

す。その際、ロータリーの友などを病院内、

また市民の皆さんの目に留まる銀行などに

設置させていただいて周知をしていければ

と思っております。 

 城西国際大学メディア学部の中にポスター

等デザインを勉強している学生がおります。

プロではありませんが、東金ロータリークラ

ブの案内などを作成依頼し、広報活動をし

ていければと思っております。 

 東金市施行６５周年記念事業の一環として、

東金ロータリークラブも協力しようということ

で、東金市体育協会の大会旗を作成しま

す。横 2m10cm縦 1m10cmのものです。競

技場のポールに掲揚する旗です。また、体

育協会総会その他の時に正面に掲げるも

ので、寄贈東金ロータリークラブと記されて

おります。年度も記してほしいので２０１４年

度とタグをつけていただくようにしております。 

 八日市場ロータリークラブから例会変更の

案内です。９月１６日につきまして、点鍾１８

時３０分～月見の会を行います。９月２３日

（火）は休会です。９月３０日に予定しており

ました例会を９月２５～２７日の移動例会（職

場訪問）に振り替えるそうです。 

 

◆誕生祝（９月） 

 

長尾 邦俊 会員 

 

◆卓話 

 

ユン・ハンナ 氏  （元米山奨学生） 

みなさまこんにちは。お久しぶりです。 

私が奨学生の修了式が終わり５か月ぶりとなります。

皆さんに会いたかったです。 

 実は博士課程に入ってからは、勉強会、研究会、

セミナーでの活動等が増え、とても忙しい５か月間

でした。環境と状況はあまり変わりませんが、心的

な変化は少しありました。今日は３０代の若者の悩

みを聞いていただければ嬉しいです。 

 今日、吹野さんからお話をいただいてから、どん

な話をしようかと考えていました。学業の話だけで
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なく、私が実際に今、悩んでいるところを聞いてい

ただきたいと思いました。 

 私は、妹の出産で８月２日から２週間くらい韓国

に行ってきました。以前は感じていなかったことな

のですが、いろいろな悩み、出産や結婚、私が未

経験の課題がたくさんでてきました。今すごく心配、

不安が大きいです。韓国では、「韓国では３つをあ

きらめる時代」になっているということです。恋愛、

結婚、出産、の３つです。これは日本も韓国も同じ

社会問題になっていると思います。なぜ、このよう

なことが起きるかを私なりに考えました。自分自身

が直面している問題です。就職、結婚、出産。以前

は当たり前だったライフコースが、今はどれも難し

い時代になっていて悲しくなります。 

 

 まず、雇用の問題です。以前は、比較的安定し

た雇用だったものが、いまは非常勤が増えていま

す。就職したとしてもいつクビになるかわからない。

特に男性だと、結婚して家庭を作れるかどうか悩む。

そうすると、恋愛もあきらめる。そして結婚もあきら

める。だから出産もできなくなるわけです日本も韓

国もそういう社会問題が起きており、自分自身がま

さにそういう立場にいます。以前は自信をもって皆

さんに彼氏の話をしたと思うのですが、現実的な問

題に直面し、いろいろ悩んでいます。 

 その問題に影響を受けて、研究課題が変わって

きました。私が日本に来た理由は、教育者になりた

かったからです。私は両親からの援助を得ることが

できない環境だったので、その時に韓国の大学で

出会った先生からいろいろなアドバイスや勇気をい

ただいた。それで私は日本に来ることができました。

日本に来ることは私にとってとても難しいことでした。

経済的な問題が一番大きかったのですが、２年間

働いてお金をためて日本の大学の学費を払いまし

た。２００９年、円高になり、数十万円必要だったの

で、お金を作るために深夜はアルバイトをして、日

中仕事をし、勉強もしました。 

 来日して、教育者になりたかった夢を忘れていま

した。いろいろな雑務に追われて、何のために日

本に来たかを忘れていました。日本と韓国語の違

いを勉強して何ができるのか？将来、大学教員に

なった時、学生に何が教えられるのか、を考えまし

た。今の社会の問題、答えはわからないのですが、

同じ時代に生きている私が、同じ立場でいろいろ

話し合うことによっての経験、意見の交換をするこ

とによって、いろいろな生き方が分かって持続可能

な生き方を自分なりに作っていくとだと考えていま

す。それを私の専攻である言語学とどういう風につ

なげるか、を考えました。最近よく観察していると、

コンビニ・レストランに行っても人と話さなくても買い

物ができる。たとえば、自販機があってそこにお金

を入れるだけ。コンビニでもお金を払うだけ。人とコ

ミュニケーションをすることがなくなったのではない

かな？と気づいたのですが、皆さんはどう思います

か？周りの人とコミュニケーションしていますか？最

近、自殺が多くなっている理由は、「寂しさ」が一番

大きな理由じゃないかと思っています。人といろい

ろな話をすることによって、自分だけでなくほかの

人も同じようなことで悩んでいるんだ、ということが

分かれば、自殺することもないんじゃないか。人と

の言語交換、コミュニケーションがなくなったからこ

のような問題ができているんじゃないか、と思って

います。 

 自分に何ができるのだろう、と考えました。高校を

卒業してからすぐに大学に入って、大学に入ったら、

今は専門科目、例えば英語・日本語・韓国語など

が中心です。社会はグローバル社会になり、社会

に出てすぐに使える技術を学んで卒業する構造に

なっています。２０代の時は、社会に対する興味よ

り自分が何を勉強して就職ができるか、に集中して

いたと思います。実際に私が食べているもの、人間

関係、私にとって仕事とは何か？人間が考えなけ

ればならないことを忘れる。ただ、お金のために就
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職をする。恋愛をあきらめる、結婚をあきらめる、出

産をあきらめる、ということになっていると思います。 

 私が考えた解決策は、大学で言語そのものだけ

ではなく、その言語でコミュニケーションをとる手段

の一つとして、その言語で何を話すか？たとえば

「アニョンハセヨ」だけを覚えても意味ないですよね。 

でも、その言葉を使って「結婚についてどう思いま

すか？」「幸せって何ですか？」「仕事って何です

か？」という話をグループでやることで、この人はこ

んな考えを持っているんだ、私とは違うけれどこう

いう生き方があるんだな、と気づくことによって、社

会で起こっていること、自分をちゃんと考える時間

ができる場になれると思います。そういうことが実現

できるように研究を頑張っています。 

 博士課程でまた新しい課題取り組むと、４~５年く

らい掛かります。いつ終わるかわからないので、そ

れについても悩んでいました。早く卒業して就職を

したほうがよいのか、私は大丈夫なのか・・・と正直

不安です。でも、私がここに来た理由をまた考える

と、時間がかかって経済的にきつくても頑張ってみ

よう、と最近決心しました。 

私は今まで経済的に２年間のサポートをいただ

き、博士課程では日本政府から奨学金をいただい

ています。それで研究に集中することができて、本

当に私にとって日本は言葉では言い表せないくら

いの感謝をしております。 

 今日は、皆さんと２年間この場でお付き合いをさ

せていただき、私の心の中のことをあまり話せなか

ったな、ということもありますし、近況をお伝えしたい

と思いまして、このようなお話をさせていただきまし

た。これからも頑張ります。最後に、私は結婚も出

産も、就職もあきらめません。頑張ります。ありがとう

ございました。 

 

◆委員会報告 

長尾 邦俊 会員  

（親睦活動委員長） 

 基本的にはクラブ活動計画

書の通りです。その他、先日委

員会を開催し、一泊旅行を企

画しようということになりました。

ご希望がございましたらご意見を頂戴したいと思い

ます。 

 

小林 信雄 会員 

 今日はユン・ハンナさんにお

越しいただいて、元気溌剌、将

来万々歳のお話をいただき、

我々としてもお世話しがいがあ

ったと思っております。 

 どうか、ユン・ハンナさん頑張ってください。頑張

るということ、どういう風に頑張るか、やろうという気

持ちが大事なものであります。基本ベースに備わっ

ていなければならないものです。もう少し言います

と、目的のポイントがどこにあるか、これを考えても

らうといいだろうと思います。 

 研究者は、現実とかなりかけ離れる場合がありま

すし、失敗があります。失敗を恐れていては、研究

にはならない。失敗を繰り返して、一生失敗するか

もしれません。それでも努力をするということが研究

者の心構えになります。 

 生活には制約がありますので、それを整理しなが

ら頑張っていっていただきたいと思います。早く論

文の章を考えて、指導教授に見てもらい、博士号

の称号をいただいてください。 

 

 

出席率  9 月 2日 

会員数 出席者 出席率 コインBOX

22名 19名 86.3％ 1,730 円

欠席・Makeup の連絡は，前日までに（緊急の場

合は当日 10時までに）事務局宛に，電話・ＦＡＸ・

Ｅメールにてお願いします。メーキャップ先への事

前連絡もお忘れなく。 

電話 0475-52-1101   FAX 0475-52-1105 

Email: info@togane-rc.jp 



======================Togane Rotary Club  2014-15 ===================== 

Page 6 

 

  

 

ガーナの村にきれいな水を 
 

「5歳未満の子供たちの 5人に一人が汚染された水 

を飲んで死亡している」。これが世界の現実です。 

しかも飲み水を汲みに行くために、毎年世界で約 

400 億時間が費やされ、その作業は主に女性と子供たちが担っています。 

アフリカのガーナでは、人口の 20 パーセントに当たる約 500 万人が、汚染された水を使っていると

推定され、その結果、多くの人びとがさまざまな病気の危険にさらされています。 

ロータリー会員、マーティー・ハタラさん（米国アラバマ州、ボアズ・ロータリークラブ）は、2010

年に初めてガーナを訪れ、孤児院でボランティア活動に参加した時、地域の人びとがきれいな水を求めて

苦労している様子を目の当たりにしました。「場合によっては、11キロも歩いて水を汲みに行かなければ

ならなかった 」と振り返ります 。 

ハタラさんのこの経験について知り、ボアズ・ロータリークラブと、同じ州にあるアラバスターペラム・

ロータリークラブの会員が立ち上がりました。ロータリー会員たちはガーナのボルタ地域の村、アフラオ

で、飲み水用の井戸を掘り、村人が長い時間をかけずに、近くできれいな水を汲めるようにしたのです。

これで、村の母親と子供たちが水汲みに苦労する必要がなくなりました。 

ハタラさんはその後、地元の人に別の地域に案内してもらいました。アフラオと違い、その地域には地

表に水源がありました。ロータリー会員たちは、その水源から 9 つの村まで送水管を敷き、市場、寄宿

舎、学校、養鶏場など主要な施設で水が使えるようにしました。ハタラさんはその際、水道と下水管理の

専門家、アラバスターペラム・クラブのクレイグ・ソレンセンさんの力を借り、地元の人びとにもこのプ

ロジェクトの進行状態を常に知らせ、実際に参加してもらいました。当初 6 つの村まで敷くはずだった

送水管を 9つの村に延長できたのも、地域のリーダーの紹介で、地元の労働力を確保できたからです。こ

のプロジェクトは去る 3月に完了しました。 

このプロジェクトに参加したクラブの会員たちは、ほかの地域でも水源を探し、もっと多くの人びとの

日常を改善したいと考えています。 

ソレンセンさんはこう語ります。「地域の人びとと話し合っているうちに、出水量が多い井戸から送水

管を敷き、それを延長することで、最初の 2つのプロジェクトと同じぐらいの資金で、遠隔地まで水を送

ることができることがわかったんです。村人の生活が改善されていくのを見るのはとても満足感があり

ます。きれいな水が利用できるようになり、これから数世代にわたって、人びとの保健、教育、収入の面

でもとてもいい影響があると思います」 

 

https://www.rotary.org/ja/clubs-breaking-down-barriers-clean-water-ghana

初めてきれいな水が利用できるようになったガーナ
の村で村人と喜ぶ、ロータリー会員、クレイグ・ソレ
ンセンさんと、マーティー・ハタラさん 


