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しずおかオープンガーデンHPより 今月の
ガーデニング

司会進行 会長挨拶

開会点鐘

ロータリーソング

ビジター紹介

委員会報告

幹事報告

「奉仕の理想」「君が代」

山本　　　碇様
大石　　奉正様

渡辺　　まり様

カルキ クリシュナ バハドゥル様
ヤン・ジア ウェイ様

榛南RC 　　IM実行委員長
　 〃　 　　 I M 実行委員
ゲスト卓話
国際ことば学院  日本語学校学院長
　　  〃　　　日本語学校生

　　  〃　　　日本語学校生

林　　大樹会員

2月25日（火）
7クラブ合同例会
記念講演「スポーツと地域振興－野田朱美氏」
（ホストクラブ／静岡北RC、森崎和敏実行委員）
会場：ホテルアソシア静岡　12時集合

2月18日（火）
クラブフォーラム
「合同例会打合せ例会」
（クラブ管理運営委員会担当）
理事会開催

2014年2月4日  ［火］　 第1129回例会　天候：　

皆様、こんにちは。
この一週間とても暖かく過ごしやすい日が続いています。
体が暖かさに慣れると次の寒さが堪えるのでご注意くだ

さい。
暖かさに誘われ、自転車でうろうろとしております。
最近なるべく車に乗らないで、自転車や歩くようにしており

ます。先日、楽寿の園にある河津桜はどうかと自転車で運動
がてら行きました。家から往復1時間20分かかりました。
河津桜は見たところまだでしたが、蕾が膨らみ、二輪咲いて
いました。これからさらに咲いて満開となりますので、皆様
行ってみたらどうでしょうか？ 御店もでるようですので一度
いらしてください。
先週は、インフォームド・グループミーティング第2と第3グループ

がありました。第3グループは参加いたしました。楽しく有意義
な話となりました。第2グループもそのように聞いております。
今年度、会員増強に関しまして後、3名の入会者をぜひお願
いをしたいと思います。山田委員長、それから会長、幹事
もお宅に伺いますので宜しくお願いします。
それから今月の9日、地区大会が静岡市で開催されますの
で、出席義務者の方は宜しくお願いします。
それから2月25日、7クラブ合同例会が当クラブが幹事と
なり開催されますので、先週、森崎委員長が言われたように、
来週が休例会となりますので、18日の例会の時に準備をしま
すので、そちらもお願いします。
それから本日第5分区IMの実行委員長の山本碇様と
大石奉正様がおいでになっております。後ほどお願いします。
以上で会長挨拶を終わります。
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2／4

会員数

29（29）

29（29）

29（29）

出席数

24名
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－

改正出席率
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－

－

・2月8・9日  地区大会

榛南RC　山本　碇 IM実行委員長
・3月2日 インターシティミーティング　
　　　　　御前崎グランドホテルのご案内。

杉山　直委員長
・京都旅行の件、ご案内。

大瀧　博敏幹事

［担当：前野］
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おめでとう

スマイル

閉会点鐘

クラブフォーラム

■岸　　好子会員
国際ことば学院の渡辺まり学院長様と、ヤン様、クリシ
ュナ様をご紹介します。後程のスピーチ、楽しみにして
います。よろしくお願い致します。
■石垣　徳夫会員
静岡第5分区IM実行委員長の山本碇さん、実行委員
の大石奉正さんの来訪を歓迎し、スマイル！
■杉山　　直会員
誕生日の祝い、ありがとうございます。
今朝、調子が悪かったトイレのドアノブ。中へ入り、開け
ようとしたところ、壊れ、閉じ込められ、出るまで大苦戦。
結局出るまで1時間。「ウン」がありませんでした。
■杉山　義郎会員
前の車を追い越し、もう1台追い越そうと追い越し車線
を走っていたら、覆面さんに御用。
厄払いにスマイル。
■鈴木　　勉会員
我家の福寿草の品の良い黄色の花が咲きました。
白梅のつぼみももうすぐ咲きそうです。
春はそこまで来ています。スマイルします。
■森崎　和敏会員
・今日、静岡新聞の朝刊に、新たな女子サッカーチームが
紹介されました。
私が運営メンバーをしており、ちゃっかりと掲載されてま
す。皆様のポケットに配布致しましたのでご覧下さい。
裏面には3月2日のなでしこイベントの案内もございます。
・皆さんの会社では、従業員さんは社長についてきてく
れていますか？ 魅力的な経営者になるためのセミナー
を2月20日 18：30～開催します！ ポケットに案内を入れ
させて頂きましたので、是非ご参加下さい。講師はあの
松下幸之助のPHP研究所 旗持先生です。

誕生日／2月12日
　　　  2月16日

石川たか子会員
杉山　　直会員

大瀧　博敏幹事

大橋　知文会員

戸﨑　博隆会長

国際奉仕小委員会

世界理解月間に因んで
「日本語スピーチコンテスト
　　　  金賞受賞者スピーチ」

国際ことば学院  日本語学校
学院長　渡辺　まり様

ヤン・ジア ウェイ

カルキ 　　  クリシュナ 　　　　バハドゥル

［中級の部］
　「意識を変える・開発と発展」

KARKI KRISHNA BAHADUR様
（ネパール）

　他の国の学生たちと一緒に日本語を学
んでいると、自分の勉強の仕方や持ってい

る知識を他の人の目からもう一度チェックすることができます。
今の自分のどこが、どのように改善されたらいいのか考えます。
大変なことですが、私が前に進むために必要なことです。つまり、
私は意識が変わったのです。「教育によって意識を変える」

今日、私はこのことをネパールの環境問題とからめてお話しした
いと思います。
　私の国ネパールは緑豊かな美しい国です。経済発展が進
み、近代化の途中ですが、まだ学校や病院のない地域もある
し、道路や下水道、ごみ処理などのインフラ整備も遅れていま
す。日本も昔、経済成長の影で公害の問題が深刻だったそうで
すが、ネパールも今、大気汚染、水の汚染、ゴミ問題などが大き
くなってきています。環境に対する人々の意識は低く、企業も環
境を考えずにビジネスを行っています。そうして、何か行動を起こ
そうとする人もいません。ですから、この問題は未解決のまま悪
くなる一方です。なぜ、このようなことになるのでしょうか。
　日本では、テレビのニュースを始めいろいろなメディアを通し
て、環境意識を呼び起こしています。エコカーや節電商品のコ
マーシャルを流し、ゴミの分別、家庭での節電を呼びかけ、良い
ことをしていると得をするシステムを作りつつあります。私はこれ
だ、と思いました。このような取り組みや環境を汚さない技術が
あることを国の人たちに知らせたい。
　今後、ネパールの発展の土台を作るのは若者です。私は将
来、大学で教師として若者の「意識改革」に取り組みたいと考
えています。まず、みんなの意識が変わる、それから環境を汚さ
ないで皆の幸せな生活が守られる。そんな経済発展を目指す
べきです。教育によって、このようなネパールの未来を手助けす
ることが、私の夢であり目標なのです。

［上級の部］
　「取捨選択」　    楊 嘉 偉 様 （中国）
　日本で生活してからというもの、驚いたこ
ともあれば、考えさせられることもあります。
例えば、朝、青葉公園を通ると、ゴミを拾っ
ている年寄り夫婦と出会うことがあります。
ちょっと話を聞いてみると、そのおじいさんと

おばあさんは、会社を定年した後、自らの意思で公園の清掃と
いうボランティアをしているということです。地域に貢献すること
で、自分達がはじめて社会の役に立っていること、そして必要と
されている自分があることを感じ、大きな満足に繋がっていると
嬉しそうに話してくださいました。また、外出することで身体を動
かす機会が増えるので、（精神的な面だけでなく）自分自身の
健康にも大いに役立つそうです。
　私は、この話を聞いたとき本当に感心すると同時に、老後の
人生を自分で選べるお年寄りがとても幸せだと思いました。
人には、それぞれ人生があり、この老夫婦のように定年後好き
なことができる人もいれば、まだまだ働きたい、働かなければなら
ない人もいるでしょう。では、若者は働くことをどのように考えてい
るのでしょうか。
　私は、アルバイト先の日本の若者の考えを聞いてみました。
将来どうするのかと聞くと、「フリーターとして働ければいい、まだ
就職したくない」と言われました。
　今の私の夢は日本の大学に進学することです。もしできれば
日本で働きたいとも考えます。人生を自由に選択できる老人と、
選ぶべき道が見つからない若者…。私は老夫婦のように、最後
まで、自分が納得できる道を選びたいです。
　人間は何歳になっても、人生の交差点で選択をしなければ
ならないのです。そのためには、勇気も必要でしょう。私はこれか
ら、「目標」を設定し、行動する実力を養っていこうと思います。
私は人生を選択しなければならないとき、「楽な道」を捨て、「目
標」と「責任」を伴う「いばらの道」を選びたいと思います。


