知り合いを広めることによって 奉仕の機会を

地区目標
奉仕の機会を国際奉仕と職業奉仕に

国際ﾛｰﾀﾘｰ認証番号 1653 番
認証加盟日 1985 年 4 月 11 日 第 2800 地区第 3 ﾌﾞﾛｯｸ
例会日 毎週水曜 12 時 30 分~13 時 30 分 会場：天童ﾎﾃﾙ
2 0 1 4 - 2 0 1 5
会 長
村 山 光 男
幹 事
古 瀬 正 勝

会長挨拶

村山光男会長 平成 27 年 04 月 01 日

皆さん、こんにちは。先月の識字率月間に続きまして、今月
のﾛｰﾀﾘｰ月間は雑誌月間であります。雑誌愛読の月というこ
とになります。英語国民のクラブではｻﾞ･ﾛｰﾀﾘｱﾝであり、我が
国ではＲＩから認定された「ﾛｰﾀﾘｰの友」があ
りﾛｰﾀﾘｱﾝの義務購読になっております。
現状では精読する人 1/3、バラバラと見る人
1/3、全然見ない積ん読（つんどく）者 1/3、と
いうところです。世界の各言語に訳され、
120 万部余が毎月発行されている隠れた
ベストセラーであります。これを読んでいればﾛｰﾀﾘｰの全てが
判ることになり、単なるﾛｰﾀﾘｰの会員ではなくなり世界のﾛｰﾀ
ﾘｱﾝになれるはずであります。ぜひ精読して下さい。
先ずは、本日の例会プログラム担当は会長、幹事となってお
りましたので、それに相応しい逸材をお招き致しました。本日の
卓話をして頂くゲストの方をご紹介申し上げます。九州は福岡
県出身の阿部美奈子さんです。東北ﾊﾟｲｵﾆｱ時代は、Ｖリー
グ戦で 2 度の優勝を飾る輝かしい功績を残してくれたﾊﾟｲｵﾆ
ｱﾚｯﾄﾞｳｨﾝｸﾞｽのｾﾚﾝｼﾞｬｰ監督の元、通訳として活躍されま
した。また、3.11 の東日本大震災においては、米軍幹部の通
訳として災害派遣された日米合同の「トモダチ作戦」で「自分
には何ができるか」というﾛｰﾀﾘｰの精神でもある利他愛の想い
で支援活動したのであります。
詳しいﾌﾟﾛﾌｨｰﾙのご紹介については後ほど幹事の古瀬さんよ
りありますので宜しくお願いいたします。さらに、今月より再入会
されましたパスト会長（第 3 代目会長）の水戸部秀一さんです。
皆さんと一緒にﾛｰﾀﾘｰ活動しますので宜しくお願いします。
さて、皆さんこの人をご存知でしょうか。ＩＣＰＯの手配写真で
はありません。名前はﾎｾ･ｱﾙﾍﾞﾙﾄ･ﾑﾋｶ･ｺﾙﾀﾞﾉ（79 才）南ア
メリカのウルグアイ共和国第 40 代大統領であります。この 3 月
1 日付で 5 年間の大統領任期を終えて退任致しました。なぜこ
の人が世界的に名を馳せたか。在任中に何をやったかであり
ます。国民の皆が大統領に敬意を表して偉大なる心の持ち主
（Este caballero es muy gran corazon )と言われている大統領
であります。それは私たちﾛｰﾀﾘｱﾝとしても学ぶことの多いとこ
ろがあります。自利は利他なり、超我の奉仕を実践している人
であることをニュースで知りました。
その話をちょっと申し上げたいと存じます。
ﾘｵ･ﾃﾞ･ｼﾞｬﾈｲﾛ国際会議において彼は「経済の拡大を目指
すことの問題点」を明確に演説したのであります。彼は私の頭
の中にある厳しい疑問を声に出させて下さいと断り、次のことを
申されました。
「今まで、各国代表者がずっと話されたことは持続可能な発展
と世界の貧困をなくすことでした。しかし、私たちの本音は何な
のでしょうか？現在の裕福な国々の発展と消費モデルを真似
することでしょうか？質問をさせて下さい。ドイツ人が一世帯で
持つ車と同じ数の車を中国人やインド人が持てばこの惑星は
どうなるのでしょうか。このまま傲慢な消費を世界の 70 億〜80
億人の人々が消費出来るほどの資源がこの地球にあるでしょう
か。私たち人類はこの世界が経済発展することを願って生ま
れた訳ではありません。皆の人生が幸せになる為にこの地球
にやって来たのであります」と。
(次ページへ)

通算例会 1424 回
本年：35 回
例会日：2015 年 04 月 01 日
例会場：天童ﾎﾃﾙ
クラブ会報委員長 武山茂

本日のプログラム
会長・幹事 担当 〜卓話
東日本大震災 『トモダチ作戦』米軍幹部通訳支援
講師 ： 阿部 美奈子 氏
私は３月２３日から 29 日までの一週間予備自
衛官として仙台駐屯地に招集され東日本大
震災の災害派遣活動に参加しました。昨年の
７月に予備自衛官補で採用され今年の１月末
に２回目の教育訓練を終え予備自衛官になったばかりでした。
災害招集命令書を受け取った時は正直不安な気持ちもありま
したがそれよりも予備自衛官制度が導入されて以来初めての
災害招集だと言う言葉に後押しされ、私のあとに続く予備自衛
官の方々のためにも予備自衛官は即戦力になり得ると評価して
いただけるように精一杯頑張ろうと強く心に思いました。
３月２３日活動の初日アメリカのル-ス駐日大使と米軍幹部の
方々が石巻を訪問された際に同行しました。当初大使や米軍
幹部に同行された奥様方の通訳のはずでしたが、急遽私は米
太平洋艦隊司令官のウォルシュ海軍大将の通訳をすることに
なりました。ウォルシュ大将は両方のポケットにチョコレ-トを沢山
入れていて避難所になっている体育館に入ると小さな子供を
見つけては手招きで呼んでそっとチョコレ-トを渡されました。
私は自衛隊の迷彩服を着て避難所を回ったのですが、被災者
の方々にありがとうね、頑張ってね、と何度もお礼を言われ頭を
下げられました。私は心の中で私は何もしていません。今日ここ
に来たばかりです。と叫んでいましたが、この感謝と労いの言葉
は私個人に向けられた言葉ではなく震災以来昼夜を分かたず
活動している、迷彩服全自衛官に向けられた言葉です。これほ
ど日本国民に自衛隊員が認知され、感謝されたことはなかった
のではないでしょうか、迷彩服の威力を感じた瞬間でした。
ｳｫﾙｼｭ大将と迷彩服を着ていた私との姿も然りｳｫﾙｼｭ大将
は米軍のトップ、雲の上の上にいる様な方、片や私は自衛官と
は言え実際は民間人、しかし被災者の方々にはそんな階級や
身分の差などわかるはずもなく、米軍と自衛隊の日米合同トモ
ダチ作戦に映ったに違いありません。活動初日から迷彩服に身
を包んで活動する事への責任と誇りを実感する事になりました。
今回は未曾有の大災害と言うことで自衛隊創設以来初めての
陸海空が一つになって活動していると聞いています。米軍も被
災地に日用品等の物資の配給や、シャワ-設置に行った時に、
今回私たち米軍は災害支援活動の為に陸海空海兵隊がひと
つのチ-ムになってここにやってきましたと挨拶をしていました。
仙台空港も私が訪れた時は米軍のオペレ-ションにより機能し
ていましたが、そこには日米、官民みんながひとつになって何と
か機能を回復させようという空気がみなぎっていました。今回の
悲劇をきっかけに自分中心主義から自分には何ができるかとい
う利他愛の想いで世界が動き出しています。そしてその想いを
持った人たちがひとつになって動き出しています。災害直後か
らの一体化の威力を発揮し続けながら活動されている自衛隊、
米軍、そして全ての方々に対して敬意を表するとともに、今後
続く長くて厳しい復興への道をみんなで一緒に歩いて行かなけ
ればならないと思います。一体化の威力は奇跡の復興を可能
にすると信じています。生涯記憶に残る貴重な一週間でした。

(上記よりつづく)
実に感銘するｽﾋﾟｰﾁであります。ムカヒ大統領、彼個人の
資産は友人から貰った時価 32 万円ほどのﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ 1
台のみ。大統領公邸には住まずに首都郊外にある質素な住
居に暮らしております。月額報酬の 90％を社会福祉財団に寄
付し残り 10 万円ほどで生活しており、「世界で最も貧しい清貧
な大統領」として世界的に有名になったのであります。ここで貧
乏な人とは少ししか物を持っていない人ではなく無限の欲があ
り、いくらあっても満足しない人のことだと締め括っております。
正に老子の「足るを知る」ことであります。

１ 今年度 3５回 通算 142４回例会
２ 司会者 乙高昭一
３ 所業宣言文朗読 緑 三郎
４ ソング 「君が代」
ソングリーダー 永山和敏
５ 委員会報告 なし
６ 謝辞 鞍掛彰秀 副会長

スマイル

幹事報告

（１）２８００地区 2014−2015 年度池田徳博ガバナーよりｲﾝﾀｰ
ｱｸﾄｸﾗﾌﾞの例会時ガバナー報告が届いています。
（２）米山梅吉記念館より賛助会員入会の
案内が届いています。一口 3,000 円です。
（３）4 月 8 日の例会は天童ホテル工事の
ため、会場がｱﾝｼﾞｪﾘｰﾅに変更になります。
（４）本日例会終了後、１階ロビーにおいて
理事役員会を行います。

出席報告
今田治雄 委員長
本日会員５２名（義務者 51 名）・出席者４0 名
講師紹介〜米野幸治
・出席率 78.43％
※前々回出席率を：：：％⇒88.00％に
修正致します。

（平成２７年０４月０１日例会） 紹介：佐藤栄治 委員

（講師歓迎）
村山 光男
瀬野 芳雄
古瀬 正勝

本日のゲスト阿部美奈子さんを大歓迎します
阿部美奈子氏を歓迎します
阿部さんの卓話楽しみです

（入会の歓迎）
古瀬 正勝
野川 桂一
米野 幸治
新関 弥一郎
水戸部 秀一

水戸部さん入会歓迎します
水戸部先輩に例会で会えるなんてロータリーは素晴らしい
水戸部さんの再入会大歓迎です
水戸部さんの正式再入会おめでとうございます
東 RC 復帰でき有難うございます

（お祝い）
押野 宏
橋本 重幸
伊藤 則雄
村山 与四郎
山口 孝
三瓶 誠

古瀬正勝 幹事

商工会議所、瀬野順子さんの昇任を祝って
今日誕生日 67 歳になりました
会員誕生日 結婚記念日
会員誕生日 4/22 企業創立記念日 4/29
奥様誕生日 4/23
結婚記念日

