
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔事務局〕 〒253-0044 茅ヶ崎市新栄町 13-29 茅ヶ崎商工会議所 3階 TEL：0467-83-6060  FAX：0467-83-9915 

メール：c3rc@io.ocn.ne.jp  〔例会場〕〒253-0073 茅ヶ崎市中島 1341 コルティーレ茅ヶ崎 TEL : 0467-87-0002 

 

 

＊＊＊茅ヶ崎ＲＣ会報は当クラブホームページ［http://www.chigasaki-rc.com］からもご覧頂けます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◇歌唱  「それでこそロータリー」 「覇気あれ我クラブ」  ◇会長挨拶     ◇幹事報告    

◇委員会報告 55周年実行委員会 他  ◇卓話 「Imagine & Createの精神」河本啓伸会員／ 

「EPAによる外国人技能講習」小林 亨会員＆ブーティーハー様（小林会員ゲスト・アザリアホーム職員） 

RI 2780      茅ヶ崎ロータリークラブ週報  

                      
 

第 56代会長 大森久巳男 

第 56代幹事 横山 貢 

1960   8  10 

 

＝本日の例会行事＝ 

年

  

月 日創立 

地区 

２０１５～２０１６年度 

世界へのプレゼントになろう 

2015 年 12 月 17 日（木） 第２７０１回例会 天候：晴れ 司会：大箭剛久副幹事 No. 23 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より 

＊国際ロータリー第２７８０地区２０１８-１９年度ガバナー・ノミニー

確定宣言  茅ヶ崎湘南ロータリークラブ 脇 洋一郎会員に確

定 （略歴は別紙の通り） 

＊２０１６-１７年度 クラブ行事予定 通知の依頼 （地区カレンダ

ー作成の為） 

◇綾瀬春日ＲＣ（ＩＭホストクラブ）より  『国際ロータリー第２７８０

地区第４グループ ＩＭ』 パンフレット 

 ・２０１６年 ２/２７(土) 合同例会…１４：００点鐘 ＩＭ…１４：５０

点鐘 ・寒川神社 参集殿 ・テーマ…「防災」 

◇日本初ロケット火薬実験の地記念碑建立実行委員会より  

実行委員会について（報告） 

◇ロータリー米山記念奨学会より  『ハイライトよねやま』 １８９   

◎委員会報告 

55周年実行委員会［澤邑会員］：例会後に委員会開催 

親睦［水嶋会員］：12/24送迎バスの確認 

国際奉仕［加藤会員］：ソウル国際大会手続きの確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
スマイル報告 関 伸司会員 

大森久巳男君＆横山貢君 アーッという間に６ケ月終わり

そうです。来週はクリスマス家族会、親睦委員の皆様宜しく

お願い致します。小林会員のゲスト、ブーティーハー様よう

こそいらっしゃいました。 

伊藤留治君 妻の葬儀に際しましてはご参列並びにお手伝

い誠にありがとうございました。 

 

 

 

田中賢三君 伊藤会員の奥様のこと、たいへん驚いておりま

す。たいへんお世話になり、有難うございました。心より御冥

福をお祈り致します。ブーティーハーさんようこそ。小山田さ

ん御入会おめでとうございます。Enjoy Rotary 

加瀬義明君 ブーティーハーさんようこそ。河本さん・小林さ

ん卓話よろしくお願い致します。来週はベトナム出張の為、ク

リスマス例会は申し訳ありませんが欠席させて頂きます。とい

うことでちょっと多めにスマイル！ 

小林 亨君 ベトナムハノイのブーティーハーさんをお連れ

しました。よろしくお願いします。 

程島利通君 河本さん・小林さん、卓話期待します。 

小澤耕一君 ブーティーハーさんようこそ！河本君・小林君、

卓話楽しみです。 

下里洋一君 カセさんカレンダー等ありがとう。 

斎藤信夫君 河本さん・小林さん、卓話楽しみにしています。 

出口敬純君 河本さん・小林さん、卓話ちゃんとお願いします。 

和田幸男君 河本さん・小林さん、卓話お疲れ様です。 

澤邑重夫君 お客様ようこそ。河本さん・小林さん、卓話よろ

しくお願いいたします。 

大木 暁君 本日は中座させて頂きます。河本さん・小林さん

のスピーチが聞けず残念です。申し訳ございません。 

水嶋 聡君 皆様に幸有れ！ 

大箭剛久君 本日 22:00からの「カンブリア宮殿」で後輩の会

社が放映されます。おつまみの製造をしています。クリスマス

会のオークションに出しますので、よろしくお願いします。 

富田桂司君 ゲストのブーティーハーさんいらっしゃいま

せ！昨日は初めてラスカ駅ビルに訪問いたしました。すっかり

クリスマスムードでもりあがってました。皆様も是非、駅ビル

でお買い物なさって下さい！ 

木村信一君 ブーティーハー様いらっしゃいませ。河本様・小

林様卓話お願い致します。 

畠田宏冶君 小林さんと河本さんの卓話がとても楽しみです。

河本さんは歌もありですか？ 

品田和也君 ブーティーハーさんようこそいらっしゃいまし

た。 

 

委員会報告の澤邑会員、水嶋会員、スマイル報告の関会員 

mailto:c3rc@io.ocn.ne.jp


◎出席報告 木村信一会員 

日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 

１２／１７ ２７０１ ４６ ４４ ３８ ２ ４ ９０．９１％  

１２／３ ２６９９ ４６ ４０＋５ ４０ ２＋０ ３ ９３．３３％ ９３．３３％ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 西山国男君 ブーティーハーさんいらっしゃいませ。河本さん・

小林さん、卓話楽しみです。 

関 伸司君 今年も残り少なくなってまいりました。一年間あり

がとうございました。ゲストのブーティーハー様ようこそ！これ

からもよろしくお願いします。 

［本日 23件、40,000円でした］ 
 

◆卓話 河本啓伸会員 

「Imagine & Create の精神」 

 最近新しい会員が増えて、「あの河本 

という人は一体何者なんだ」と思ってい 

る方もいらっしゃるでしょうから、一応自己紹介みたいなことを

しておきます。親父が 1996-1997 年度のガバナーをやっていま

して、茅ヶ崎ＲＣに公式訪問で来た際、「うちの息子も茅ヶ崎で

学習塾をやっていまして．．．」などと迂闊な発言をしたため、即

時拉致されるが如く入会させられたわけです。 

 入会した直後は私が最年少でしたが、１年後に１級年下の小林

君が入会して、その後幹事（2006-07 年度）をやるのも会長

（2010-11年度）をやるのも全部私の１年あとで、特に２人が会

長だった頃を当クラブでは「暗黒の２年間」と呼んでいます。入

会した頃、当クラブには 50名を超える会員がいましたが、社会

事情もあり、全国的に減少する傾向で、私や小林君が会長の頃は

30名をどうにか保つのがやっとでした。これが現在の 46名にま

でＶ字回復に至るのは和田さんが会長をされていた時の功績で、

特に半田さん・岩澤あゆみさん・中山さんの３人の女性会員が入

会されたのが象徴的でした。その女性会員の写真が載っている、

本日配布させて頂いた冊子（2013 年以降入会の方たちのイニシ

エーションスピーチ集）が私の人生観とリンクするところがある

ので、そのことについて少しだけお話させて頂きます。 

 私の人生観というか座右の銘は二十歳の頃から 55歳の現在に

至るまで、ずっと“Imagine & Create”です。その間にあった

「何かを選択する場面」では、ほぼ全て『それが“Imagine & 

Create”的であるかどうか』で選択肢を決めてきました。会社

名も“Imagine & Create”です。現在、仕事として予備校の先

生をしていますが、時々「あまりクリエイティブではないので

は？」と仰る方もいます。しかし、私には教育こそが最もクリエ

イティブなフィールドだと感じられます。生徒たちには「想像力

は優しさだ」ということをよく話します。優しいという字は「人

を憂う」と書きます。人を憂いてあげるためには、日頃から地道

に知識を獲得したり、人の気持ちになって考えるということをし

なければ難しいとも。英語の文章が読めない生徒にも「その人の

立場とかテーマも考慮して読めば、半分くらいはわかるはず。母

国語でもわからない言葉はいっぱいあるし、そもそも言葉は万能

ではないので、その程度わかれば十分だよ」と伝えています。 

 さて、お配りした冊子ですが、これは 2013年以降に入会され

た人たちのイニシエーションスピーチ集です。会報を作るという

作業、特に卓話編集は、その話をされた人と編集者とのコラボレ

ーションで、特にイニシエーションスピーチは入会後間もない会

員が、緊張感も抜けない時期に、それまでに歩んできた道を圧縮

して 10分・15分で話さなければならず、簡単なことではありま

せん。編集する側としては、当然それを無下には出来ませんし、 

話し手の想いを汲み取って、書面化しているつもりです。教育や

文書・動画等の編集・作成の他、天才ミュージシャンとして楽曲

を作ったりするのも、全ては“Imagine & Create”という１本

のレールで繋がっています。近いうちに新入会の小山田さんがイ

ニシエーションスピーチをする日が来るかと思いますが、冊子を

参考にされて、想いを伝えて頂ければと願っています。 

 

◆卓話 小林 亨会員「EPA による外国人技能講習」 

 先程の河本さんのお話にありましたように、河本さんのあとに

幹事、河本さんのあとに会長をさせて頂きましたが、「河本さん

が出来たんだから、自分も出来る」と思ってやっていました。 

 職業は老人ホームです。社会福祉法人です。国から認可をもら

ってやっているということになります。茅ヶ崎には今老人ホーム

が 12あるのですが、料金はどこもだいたい同じです。ただ、平

成 12 年以前に建てられたうちのような施設は“古い施設”、そ

れ以降に建てられたものを“新しい施設”と呼び、古い施設は四

人部屋で料金が若干安く、古知屋さんのところのような新しい施

設は個室で若干高くなっています。 

 さて、その老人施設ですが、人手不足で来年度は 25万人働き

手が不足すると言われています。そういうこともあり、うちの施

設では外国人の方にも手伝ってもらっています。これは EPA

（Economic Partnership Agreement）といって、特定の国との

経済協定によるものです。農業などの他の技能講習が３年を限度

とするのと少し違い、介護福祉士の国家試験に合格すると、その

後も日本で働けるというものです。現在提携できる国はベトナ

ム・フィリピン・インドネシアの３つだということと、EPA で

来ることが出来るのは看護師資格を持っているという条件があ

ります。今日来てくれたブーティーハーさんはベトナム出身で

す。日本語検定を一生懸命勉強して、日本語もうまくなりました。

ブーが苗字、ティーは女の子を表し、ハーというのが本人の名前

です。妹さんが技能講習で車の部品を作っていて、彼女から日本

のよさを聞いて来日したそうです。 

 では、残り時間を彼女に話してもらいます。 

 

ブーティーハーさん 

 皆さんこんにちは。去年のクリスマス会 

に来たブーティーハーと申します。EPAで 

ベトナムから来ました。今日はベトナムの 

観光地を少し紹介しますので、皆さん時間 

があったら行ってみて下さい。 

 ハノイに近い有名な観光地にハロン湾が 

あります。ハロン湾には珍しい形をした島 

がたくさんあります。ジョンマイ島は鶏の 

カップルがキスしているところと似ていま 

す。次にダナンを紹介したいと思います。 

ダナンはベトナムの中部にあるリゾート地 

です。果物や野菜がたくさん獲れます。 

 これからもよろしくお願いします。 

 

小林会員 

ブーティーハー

さん 


