
  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【10 月 15 日ー16 日 2780 地区大会】 

全体的に会員減少中と言われる中、

新しいロータリークラブが２クラブも誕生し

ていました。また、ロータリーアクトや米山

奨学生などの新世代は、奉仕活動や環

境問題について活発な議論を展開して

おり、インスパイアされました。また、ブレないさかなクンのパフォ

ーマンスにも感動しました。また、逗子 RC は米山寄付金  

４０００万円を超えたという表彰を受け、素晴らしい地区大会

となったことをご報告させていただきます。 

 

【10 月 19 日逗子葉山合同ダイビング】 

初めての試みとして開催された逗子葉山合同ダイビングで

は、JC も合わせて 13名参加し、活発な交流と海の現状調

査を行いました。参加者の感想です。 

★実際に潜ってみると、想像以上の世界が広がっていて驚いた 

★10 年前の写真と比      

べると、全く変わった世

界になっていた 

★南から来た熱帯魚、 

海藻を食べるアイゴ、 

繁殖したウニ。 

本当だった。 

 

 

 

 

 

予  定 

10 月 27 日(木) 18:30 矢部仁美氏「声優について」 

11 月 3 日(木) 休 会 

11 月 10 日(木) 
12:30 戸井貴久氏「逗子アートフェ

スティバル 2022 について」 

11 月 17 日(木) 
18:30 堀江 敏氏「東逗子駅開業 

70 周年について」 

11 月 23 日(木) 
18:00 京都紫野 RC・逗子 RC      

合同例会 於：長島温泉「火水木」 

12 月 1 日(木) 
18:30 年次総会 役員・クラブ管理運

営上半期報告 下半期計画発表 

第 2892 回 例会プログラム＜ハイブリッド＞ 

       於：カンティーナ 

19:00     開会宣言 三宅 S.A.A 

点 鐘  徳永淳二会長 

ロータリーソング斉唱 

会長の時間：徳永淳二会長 

幹事報告： 来信・告示事項 

委員会報告：  

出席報告： ニコニコ BOX 発表： 

19:30  葉山 RC・逗子 RC 懇親会（新会員紹介・ 

クラブ近況報告・ゴルフ成績発表） 

20:00  閉会宣言 三宅 S.A.A 

点 鐘  徳永淳二会長   

第 2892 回例会 逗子ロータリークラブ  WEEKLY REPORT 
    2022-2023 №15  2022 年 10 月 20 日 

 
例会日：第 1・第 3 木曜日 18:30 第 2･第 4木曜日 12:30 

第 5木曜日 18:00 

例会場：「カンティーナ」 逗子市新宿 1-3-35 TEL：046-870-6440 

事務所：逗子市桜山 6-3-29  TEL＆FAX：046-873-0226  

E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp 

Website: http://www.zushi-rc.com/ 

会 長：徳永 淳二 

会長ｴﾚｸﾄ：横山  健 

副会長：松井 一郎 

幹 事：矢部 房男 

ＳＡＡ：三宅  譲 

会 計：大野 宏一 

直前会長：服部城太郎 

会報委員長：稲垣  正 

徳永会長の時間  

 

2891回 例会記録 2022年 10月 13日 

【出席報告】 出席数：21 名(Zoom4 名) 51.2％ 

【幹事報告】：  

横山エレクト：2023-24 年度地区補助金説明会に出席 

木村会員：地区新会員歓迎会に出席。約 150 名が 12 グ

ループに分かれて意見交換。Google の使い方等を教わ

る。近隣の RC 訪問を推奨された。 

村松雑誌委員長：R の友 10月号の解説 
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実は私、山口次郎は南米のパラグアイ

共和国のイグアス移住地で生まれ、10 歳

に日本に帰国いたしました。一般に外国

育ち、外国帰りというのは、父の仕事の

関係で、例えば外交官、商社関係、貿易

商等の海外勤務に同行して海外で育った

という仲間は沢山いますが、海外移住に

より現地で生まれ育った仲間は私の回りにはいません。 

この度は、海外移住、海外育ちについて見つめなおす良い

機会を頂き、誠にありがとうございました。今回の例会報告

は特にパラグアイでの生活等について覚えている程度で述べ

たいと思います。 

両親は昭和 40 年 10 月に横浜港から「アルゼンチナ丸」

で、ハワイ経由でアルゼンチンの港に着き、国境から 41㎞

付近で当時まだ入植 3 年目の「イグアス移住地」に入植しま

した。住む家は無く広大なジャングルの荒れ地をあてがわれ

たそうです。まずは自分たちで住む家を作り、自給自足の生

活を送ったそうです。樹木を伐採し、野焼きの後、トウモロ

コシ栽培から始めたそうです。6 か所の移住地があります

が、今では大豆の生産が盛んで、パラグアイ共和国の全輸出

総額の 4 割程度を占めているそうです。 

現地では牧場経営を目標にしていたらしいいのですが、不

毛な大地で牧畜には向かず、6 年で生活の場を北のブラジル

の国境付近の「サルト・デル・グアイラ」に変え、農業・養

鶏・商業を営んでいました。兄弟は 5 人で全員パラグアイ生

まれです。 

地平線から太陽が昇り、地平線に沈む地で、電気も水道も

ない生活でした。アルコールランプで明かりを取り、井戸水

で生活しました。風呂は無く、毎

日近くの川で体を洗いました。楽

しみといえば、年に一度、サーカ

スとジプシーが巡業に来るのと、

キリスト教圏だったのでクリスマ

スには収穫を祝う祭りと、イース

ターデイはイエス・キリストの復

活を祝う祭りで年に一度の大イベ

ントでした。当然、新聞や雑誌も

無く、娯楽は週に一度、映画館で

映画を見ることでした。私が特に

好きだった映画は西部劇とメキシ

コの覆面レスラーがドラキュラ、

フランケン、狼男と戦うシリーズ

でした。 

日本への帰国の理由は、10年に

一度程度降る雹（ひょう）の影響

でした。3 センチほどの雹が 4 時

間ほど降り、養鶏場からお店と全てを失いました。父は仕事

を続ける元気が無くなり帰国を決めたと言います。父は先に

帰国し、北斗工業でお世話になり、横浜スタジアムの建設に

携わったと聞きました。日本に生活の場を整えてから母と私

たち兄弟は東京国際空港羽田に帰国しました。生まれて初め

て冬の寒さを体験した瞬間でした。 

この度は「イニシエーションスピーチ」の発表の場を頂き

ありがとうございました。貧乏であったこともあり写真が少

ないのですが、現地での生活を少しでも感じて頂けたら幸い

です。謝謝。          （山口次郎会員 記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口君：本日は、イニシエーションスピーチよろしく。 

徳永君：山口次郎会員、本日のスピーチ、楽しみです。 

矢部君：山口会員、イニシエーションスピーチ宜しく。 

桐田君：先週山本氏に会えず残念。冬が近づいてます。 

菊池君・服部君・匂坂君・木村君・大野君・松井君：山口会 

員、イニシエーションスピーチ、よろしくお願いします。 

古畑君・横山君・清水君：山口会員、卓話楽しみです。 

臼井君：四度目ワクチン、接種しました。 

三宅君：今日も楽し。 

村松君：やっと秋らしくなりました。山口さん、スピーチよ

ろしく、楽しみです。 

 

「イニシェーション スピーチ」  山口 次郎 会員  
 

ニコニコＢＯＸ    本日合計 ￥４２，０００     累計  ￥４９８，０１０ 

10 月の誕生・結婚記念日のお祝い（敬称略） 

本人：三宅 譲、石田 隆、稲垣 正、山口次郎 

パートナー：大野直美(宏一)、清水武壽(惠子)、 

羽隅典子(弘治)、手島麻由子(万里)、 

森澤優子(義一)      

結婚：大野宏一・直美、匂坂祐二・ふじ子 

地 
区 
大 
会 
 

10/15 

～16 相模原市民会館      新世代交流会   記念講演さかなクン 米山 4.000 万円達成クラブ 


