
 

 

 

 

 

日  時 平成 26年 10月 8日  

会  場 例会場   

司  会 ＳＡＡ             居川委員 

開会点鐘               岡本(正)会長 

斉  唱：ロータリーソング「それでこそロータリー」 

お客様の紹介                岡本(正)会長 

宮田 修様 東京立川 RC・岡部直士様 東京立川 RC 

 長井 守様   〃  ・矢澤俊一様   〃 

会長報告                  岡本(正)会長 

●地区 奉仕プログラム情報交歓会（奉仕のつどい）

参加者登録のお願い 

 日時 11月 18日（火）14時～17時 

 場所 港区赤坂区民センター 

 出席 会長、幹事、奉仕プロジェクト理事・ 

各委員長・その他参加希望者は事務局まで 

●クリーン多摩川実行委員会の開催 

 日時 10月 23日（木）19時 30分 

 場所 国立市役所 会議室 

 出席 小川社会奉仕委員長 

●青少年交換委員会 オータムキャンプ 

 日時 10月 25(土)～26日(日) 

 場所 国立オリンピック記念青少年総合センター 

 出席 吉野青少年交換委員   

幹事報告                 遠藤(常)幹事 

●次週 10/15はポスター展片付け スポーツ例会 

10/22 ガバナー公式訪問(夜間例会)本日案内配布し

ましたので、出欠を必ず提出してください。 

10/29 規定休会でお休みです 

11/ 3  市民まつり 本日案内を配布しました 

ニコニコＢＯＸ         小山田親睦活動委員 

●岡部直士様・長井守様・矢澤様(立川 RC) 大変お世

話になります。本日は立川 RC会員の宮田修さんの卓話

をお聞きする為に出席させて頂きました。それと山崎

義晴さんの真面目なお姿を拝見しに参りました。 

●岡本(正)会長  宮田様にはお忙しい中、当クラブ

の卓話をお引き受け頂き有難うございました。楽しみ

に拝聴いたします。又、立川 RC岡部様・長井様・矢澤

様の御来訪を歓迎致します。今月１日より市役所ロビ

ーにおいて「命の大切さを訴える」ポスター展が始ま

りました。また昨日、近藤委員長が読売新聞の取材を

受けました。是非一度足を運んでください。 

●遠藤(常)幹事 本日の卓話、宮田先生のお話楽しみ

にしています。立川ロータリーの矢澤様、岡部様、長

井様の御来訪歓迎致します。 

●津戸会員 今日は立川 RCの宮田様の卓話、楽しみ

にご拝聴いたします。 

●五十嵐会員 宮田先生にはご多忙の中ご来会下さ

いまして、心よりお礼申し上げます。本日ビジターで

ご来会の立川ロータリークラブの皆様は、私が青年時

代お世話になった方々です。ご出席を感謝いたします。 

●秋廣会員・本間会員・木島会員・秋山会員 宮田修

様、再度の卓話を楽しみに致しておりました。ゆっく

りと拝聴させて頂き、ロータリー活動の糧に致したい

と思っております。 

●山崎会員 宮田修さんの卓話楽しみです。又、立川

ロータリークラブの岡部さん、長井さん、矢澤さんよ
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うこそ。 

●寺澤会員 今月は、誕生日・結婚記念日の月です。

お祝いありがとうございました。 

●本間会員 立川ロータリークラブ宮田様の卓話楽

しみです。立川ロータリークラブ岡部様・長井様・矢

澤様のご来訪、あいがとうございます。 

●北島会員 立川ロータリークラブより宮田様、岡部

様・長井様・矢澤様の御来訪、心より歓迎いたします。

特に岡部様よろしく御指導お願いします。 

●稲村会員・長嶋会員 立川ロータリーより長井様・

岡部様・矢澤様ようこそいらっしゃいました。神職を

始めボランティア等々、幅広い活動をされています宮

田様のモンゴルでのお話し、心して拝聴致します。   

ニコニコ BOX 32,000円 累計 443,000円 

出席報告            関出席奨励委員 

  １０月 ８日 在籍４７名中  出席３７名  

  前々回 （9月 24日）の 出席率  100％    

閉会点鐘                岡本(正)会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師紹介             小川プログラム委員 

 宮田さんは、元ＮＨＫアナウンサーです。1970年入

局 旭川局配属 、その後 神戸・福島・岡山・広島・大

阪・東京局勤務、2002年 4月 神職資格取得・2003年

6月 千葉県長南町熊野神社宮司拝命、2004年 11月 ア

ナウンス室部局専門委員、2007年 11月 アナウンス室

契約職員、2008年 10月 ＮＨＫ退職、現在㈱セレモア

の業務執行役員でいらっしゃいます。平成 22年に卓話

にお出でいただいた時は「NHKアナウンサー時代の思

い出」をお聞きしました。 

■初めてモンゴルへ 

毎年４月、モンゴル国を訪ねるようになって 10年に

なります｡モンゴル人の友人が「宮田さんはＮＨＫのア

ナウンサーですよね。モンゴルでは大相撲の影響もあ

って、日本語を学びたい人がたくさんいます。是非教

えてほしい｡」という一言がきっかけでした。 

 首都・ウランバートルに新モンゴル高校という日本

式の教育をしている学校があります。そこが私の舞台

です。理事長が日本に留学した経験があります。彼は、

日本の教育の素晴らしさに打たれました。多くの日本

人の協力も得て、15年前に学校を作りました。 

 日本とモンゴルの友好の賜物と言って良いでしょう。

男子は詰襟､女子はセーラー服です。モンゴル人は、日

本人ととても良く似ています。そっくりです。時々外

国にいることを忘れてしまうほどです。 

 私に期待されていることは、「スタンダード・ジャ

パニーズ」－正確な日本語の発音です。アナウンサー

でしたから当然です。「ア・イ・ウ・エ・オ」ハイ！

もっと口を大きく開けて！などと正しい日本語の発音

を指導します。生徒たちは、日本に強い関心を待って

います。そこで日本の歴史や文化・気候などさまざま

なことを私の知っている範囲で話してあげます。とて

も熱心に耳を傾けてくれます。私が最も嬉しかったの

は、生徒の一人にこのようなことを言われた時でした。

彼らは出来れば日本に留学したいと願っています。し

かしかなり良い成績をとらないと実現できません。難

しいことです。その生徒は、「日本留学が夢でした。 

 

でも挫けそうになりました。その時、宮田さんの話を

間いてもうー度頑張ろうと思いました。そして留学で

きたのです｡」と言ってくれたのです。その生徒は、千

葉大学を卒業し現在モンゴル国の財務省で働いていま

す。このように若い人材が育つのを見るのは、とても

楽しいものです。私の大きな喜びになっています。体

が許す限りモンゴルに通い続けようと決めています。 

■モンゴルに行くもう一つの訳 

それは、日本の国にとっては少し困った理由なので

す。モンゴルに“日本”を感じに行くのです。私が子

どもの頃の“日本”が外国にあるのです。朝、生徒は

登校すると先生に大きな声で「お早うございます」と

挨拶します。廊下で会っても「今日は」と言います。

授業が始まる時、「先生よろしくお願いします」終わ

れば、「先生ありがとうございました」ともちろん日

本語で挨拶します。皆、とても仲良しで喧嘩はまずあ

りません。「日本でいじめが問題になっている」と話

したら、彼らは「いじめ」が何であるかを説明するま

でわかりませんでした。いじめという概念がありませ

んので、あり得ないことでした。私は、この 10年間一

度も間いたことがありません。彼らは、家族をとても

大事にします。特に両親をかけがえのない存在だと考

えます。「日本では､年老いた親の世話を子どもがしな

いのですよ」と言ったら、ほとんどの高校生は、「そ

れは許せません。僕だったら自分が食事をしなくても

親に食べさせます｡」と興奮して非難します。私が子ど

もの頃、日本も同じでした。何時から変わってしまっ

たのでしょう。 

 理事長先生は、かつての日本の中に素晴らしさを見

て、それをモンゴルに持ち帰りました。ところが日本

は、その後変になってしまいました。“素晴らしい日

本”は、日本ではなく日本式の教育をしている外国の

学校に残っているのです。この学校を訪問するある一

定以上の年齢の日本人は、皆そういう感想をロにしま

す。何か変です。困ったものです。 

確かにモンゴルは、貧しい国です。日本は、豊かに

なりました。しかし私は、時々モンゴルの人たちに素

晴らしい人間とは？を教えてもらっていると感じます。 

かつての“素晴らしい日本を”取り戻しませんか？ 

元NHKアナウンサー 

宮 田  修 氏 
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 今年初めての試みであるスポーツ吹き矢って、どのよ

うなスポーツなのだろうと当日を楽しみにして待ちまし

た。秋の深まりを感じさせる小雨降る 10 月 15 日(水)午

後 2時、アートスクエア櫻文堂に 27名の会員とお客様の

北島会員夫人の緑様の計 28名が参加しました。 

 スポーツ吹き矢について手ほどきくださる講師は国立

吹き矢支部長の青木稔様で、市役所職員であり福祉の場

で高齢者の健康によいものを探されていた際この吹き矢

に出会い、ご自分で講習を受けられたそうです。 

まず基本動作について教えて頂きました。単なるスポ

ーツではなく礼儀や作法も大事にするスポーツであるこ

とがわかりました。 

そしていよいよ試合開始です。個人戦であると同時に 7

チームでのチーム戦でもあります。的の中心は 7 点、外

側へは 5・3・0点が得点でき、5本の矢を射ての合計点を

競います。これを 3 回繰り返すのです。時間の経過とと

もに、広い会場は矢を射る音や緊張感で熱気に溢れ、皆

顔は紅潮し全身の血にめぐりが良くなっていくのを自分

自身でも感じることができました。矢を射るときの深い

腹式呼吸がいつの間にか行われていた効果なのでしょう。 

 17時よりフェルミエールで例会・懇親会が行われ、ス

ポーツ吹き矢の結果発表が行われました。秋の夜は、ち

ょっぴりスポーツをした気分になったビールやワインを

よりおいしくしてくれたのでした。楽しいスポーツ例会

にしてくださった関係各位の皆様方に感謝申し上げます。

(文：佐伯和美) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優勝 87点 北島 正典 

２位 81 山崎 義晴 

３位 81 伊藤  明 

４位 77 喜連 元昭 

５位 77 杉田 和男 

６位 77 遠藤 直孝 

１０位 69 青木  健 

１５位 55 佐伯 和美 

２０位 49 岡田みどり 

ﾌﾞｰﾋﾞｰ 31 秋山 治一 

スポーツ家族例会  

吹矢の作法に従い、チーム毎に試合をしました 

礼をする、構える、筒を上げる、息を吐く、息を吸う、吹く、 

息を整える、礼をする 

講師 青木稔様 
日本吹き矢教会上級

公認指導員 (五段) 

優勝の北島正典会員と 

3位の伊藤明会員 

ニコニコＢＯＸ     伊藤明・宗村親睦活動委員 

●岡本(正)会長  本日は、ポスター展の片付け、スポ

ーツ家族例会、そして懇親会という盛沢山の 1日、関係

委員会のみなさん、御苦労様です。初めてのスポーツ吹

矢、童心にかえって楽しくできました。 

●遠藤(常)幹事 本日のスポーツ例会、初めてのスポー

ツ吹矢の体験、大いに愉しみました。親睦委員会の皆さ

ん、御苦労様でした。 

●小澤孝造会員・高世会員・吉野会員・三田会員 本日

はスポーツ例会、大変お世話になりました。年寄部隊を

代表してニコニコします。 

●本間会員 本日のスポーツ例会、吹き矢大会、欠席し

てしまい申し訳ございません。委員長おめでとうござい

ます。 

●北島会員 本日のスポーツ例会、スポーツ吹き矢、優

勝ありがとうございます。こんなにぶっちぎりで勝つこ

とができるとは思っておりませんでした。知りつくした

会場で自分のルールにリラックスしてできました。会員 

 

の皆様ありがとうございます。 

●岡田会員 初めての“スポーツ吹矢”楽しかったです。

下のほうで入賞して、とてもラッキーな気分です。あり

がとうございました 

●伊藤明会員 入賞させて頂き、有難う御座います。 

●新世代委員会(近藤会員・関会員・岡田会員・長嶋会

員) 「命の大切さ」のポスター展、皆様の御協力によ

り無事に終えることができました。ありがとうございま

した。●SAA委員会（山崎会員・杉田会員・居川会員） 

本日は吹矢の体験とても楽しませて頂きました。親睦活

動委員の皆様ありがとうございました。 

●親睦活動委員会(北島会員・宗村会員・稲村会員・岡

田会員・伊藤明会員・長嶋会員) スポーツ例会に多数

のご参加ありがとうございます。初めての“スポーツ吹

き矢”でしたが、回数が進むにつれ、本気モードに入ら

れたようで、楽しんでいただけた事と思います。 

ニコニコ BOX 39,000円 
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坂本俊雄ガバナー 

 

 

ガバナー公式訪問 東京国立白うめ RCと合同例会 

日  時 平成 26年 10月 22日  

会  場 例会場   

司  会 ＳＡＡ        国立白うめ RC SAA委員長 

開会点鐘                  岡本(正)会長 

斉  唱：ロータリーソング「奉仕の理想」 

お客様の紹介             国立白うめ RC会長 

坂本 俊雄様 第 2750地区ガバナー 

榎本 又郎様 地区代表幹事 

山下 正昭様 地区幹事 

濱仲 正昭様 多摩中グループ ガバナー補佐 

宍戸 隆介様 グループ幹事 

会長報告                    岡本(正)会長  

幹事報告                    遠藤(常)幹事 

ニコニコＢＯＸ          岡田親睦活動副委員長 

●岡本(正)会長  坂本ガバナーにおかれましては、雨

の降る中、東京国立白うめロータリークラブとの合同例

会への公式訪問を感謝申し上げます。また、榎本地区代

表幹事、山下地区幹事、濱仲ガバナー補佐、宍戸グルー

プ幹事の御来訪を歓迎申し上げます。本日は、ご指導の

程、宜しくお願い致します。 

●遠藤(常)幹事 ガバナー公式訪問御苦労様です。今日

は大変勉強になりました。又、先日の多摩中ゴルフで国

立ロータリークラブは準優勝となりましたので地区大会

の参加となりました。 

●小澤孝造会員・高世会員・吉野会員・秋廣会員・青木

会員・喜連元昭会員・秋山会員 第 2750地区坂本俊雄ガ

バナーの御来訪を心から歓迎いたします。「充実したロ

ータリーライフ」の卓話に期待しております。益々御元

気でご活躍されることを祈っております。 

●津戸会員 きょうは雨天の中、坂本ガバナー、地区幹

事の皆様のご来訪心よりご歓迎申し上げます。 

●山口会員 坂本ガバナーはじめ地区役員の方々、本日

は御苦労様です。 

●小川会員・内山会員・秋山会員 坂本ガバナーのご来

訪歓迎申し上げます。又、濱仲ガバナー補佐、宍戸グル

ープ幹事ご苦労様です。国立白うめ RCの皆様、本日はお

世話になります。 

●佐伯和美会員 坂本ガバナーが前ガバナーでいらした

とき韓国ソウル3650地区大会に連れていってくださいま

した。戦後初めて実現したという両国の国歌斉唱に感激

したことを覚えています。あの時とくらべ、近くて遠い

国といわれる韓国が遠くなってしまっていることを憂う

昨今です。ガバナーのご健勝ご活躍をお祈りいたします。 

●親睦活動委員会(北島会員・時田会員・宗村会員・岡田

会員・小山田会員・伊藤明会員・長嶋会員) 坂本俊雄ガ

バナー・濱仲ガバナー補佐・榎本地区代表幹事・山下地

区幹事・宍戸多摩中グループ幹事のご来訪を心より歓迎

いたします。   

ニコニコ BOX 30,000円 累計 512,000円 

出席報告                   内山理事 

  １０月２２日 在籍４７名中  出席３２名  

  前々回 （10月 8日）の 出席率 97.78％  

閉会点鐘                    岡本(正)会長 

 

 

 

 

 

RIの方針・目標＝クラブの方針・目標  

RI会長賞への挑戦をしてください  

クラブの奉仕活動（RI会長賞対象）６つの重点分野   

１母子の健康 ２平和と紛争予防・解決 

 ３識字率向上・基本的教育 ４疾病予防と治療  

 ５水と衛生設備 ６経済と地域社会の発展 

クラブの奉仕活動を Rotary Dayに  （RI会長賞対象） 

新会員１名の増加          （RI会長賞対象） 

より良いクラブ 活発なクラブ、よりよいプロジェクト、

より大きな活動成果、より広範囲な影響、寄付の増加、

会員基盤と寄付者基盤の拡大、公共イメージの向上 

比国育英会バギオ基金  

地区を超えた国際的な戦略計画 プノンペンでの教育資

材贈呈式・カンボジア教育省大臣より直接感謝状・教 

 

 

員養成（プノンペンとプレーベン市に存在） 

地区とクラブの戦略計画・２７５０地区 

東京都立高校生インターンシップ 2007-08 年度より継

続事業 効果が出ています 

最後に 今後、私達は年齢も高くなっています。引き継

いでいただけるのは皆さん方です。ロータリーのことを

よろしくお願いいたします。 
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