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●斉	 	 唱 
 
国歌「君が代」 
ロータリーソング「奉仕の理想」 
  
●	 四つのテスト唱和  
 
●本日のメニュー  
	 和風弁当	 大正館 
 
●本日のお客様  
	 米山記念奨学生	 マルティネス	 リベラ，リリアナ様	 

   
	 	 会 長 挨 拶  
 
	 ９月２７日に木曽の御嶽山が噴火致しました。大勢の死傷者

が出ており、今も救助活動が行われている最中でございます。

１９７９年に御嶽山で噴火しております。当時は死火山として

位置づけられていたわけですが、浅間山や阿蘇山が活火山とな

っておりました。現在では活火山の仕分け方法を見直されまして、

１万年前までに噴火している山を活火山としております。富士山

も活火山となっております。怪我をされた方、犠牲になられた方にはご冥福とお祈りを申し

上げる次第であります。	 

	 ９月２８日に、碧南市の消防団の観閲式が開催されました。杉浦栄次団長を中心に、すば

らしい観閲式であったと思います。今後もご活躍を願いたいと思います。	 

	 １０月は、職業奉仕と米山記念奨学会の月間でございます。本日はリリアナさんに卓話を

して頂きますが、特に米山記念奨学会に関しては、世界に類を見ない活動でございます。年

間８００人ほど採用しておりまして、これまでに１万８,０００人ほど採用しております。世

第２７０５回例会 平成２６年１０月１日(水) 



※三週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。  

界の１２０の国と地域で米山学友が活躍しております。	 
	 

	 	 幹 事 報 告  
 
	 本日は７点ほどご報告させて頂きます。 
・	 例会変更等に関しては、幹事報告書の通りでございます。 
・	 国際ロータリー日本事務局より、１０月の新レート１０６円

に変更になりました。 
・	 ガバナー月信１０月掲載のお知らせが届いております。URL
にてご覧になるか、クラブ受付にも一部印刷してございますのでご覧下さい。 

・	 ガバナー事務所より、広島豪雨災害義援金協力のお礼状が届いております。６万５５３円

を送金させて頂きました。ご協力ありがとうございました。 
・	 前回の例会にて、平松広報雑誌委員長からの案内にもございましたが、WFFの広告協賛、
またチケット協力のお願いが再度届いております。改めてご協力をお願い致します。 

・	 ボジョレージャズナイト特別先行予約が本日で締切ですので、ご確認をお願い致します。 
・	 第４回理事会を例会終了後、２０１号室にて開催致します。理事、役員の皆様はご出席を

よろしくお願い致します。 
 

	  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
 
＜ニコボックス委員会＞ 
石橋	 嘉彦君 ９月２７日、葵Ｃ．Ｃに於いて、藤関孝典君のシングル昇進祝賀競技会が

盛大に開催されました。おめでとうございました。 
伊藤	 正幸君 リリアナさんの卓話、楽しみです。 
長田	 昌昇君 藤関君のシングルコンペ、多数参加いただき、ありがとうございました。

世話人の人ご苦労さまでした。 
長田	 豊治君 奥田雪雄先生のご出席に心よりお慶び申し上げます。安心して飲めます。 
  人参の碧南美人の間引きが始まり、一昨日はおひたしにして食べました。

秋の味覚に思わず余分に飲んでしまいました。 
新美	 宗和君 ９月２８日（日）に開催した第３１回「歌と舞の祭典」を盛会に終えまし

た。ご協賛いただき、ありがとうございました。 
奥田	 雪雄君 お久しぶりです。 

	 総会員数 68名 (内出席免除者 17名の内出席者 14名)出席者 59名 

	 出席対象者	 59／65名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 90.77％ 

	 欠席者 9名(病欠者 0名) 	 	 前々回修正出席率	 100％ 

伊藤正幸幹事 



  この度も、親友の加藤良邦さんをはじめ、多数の親友の方のお気づかいを

いただき、ありがとうございました。 
角谷	 信二君 藤関孝典君シングルコンペにて白組優勝しちゃいました。 
榊原	 	 健君 ９月２７、２８日、平岩統一郎君、長田豊治君お二人には御迷惑をおかけ

しました。おかげさまで無事東京にいってこられました。 
粟津	 康之君 息子が、無事希望の大学院に合格となりました。 
杉浦	 栄次君 ９月２８日（日）に碧南市消防団観閲式を無事に挙行することができまし

た。石橋会長を始め、たくさんの皆様にご出席賜り誠にありがとうござい

ました。 
藤関	 孝典君 ９月２７日シングル昇進祝賀競技会には、石橋会長を始め多くの皆様にご

参加頂き、ありがとうございました。好天に恵まれ、開催することが出来

ました。世話人代表の長田昌昇様を始め、世話人会の皆様には大変お世話

になりました。ありがとうございました。 
杉浦	 保子君 今月で当店は創業１００年を迎えることができました。お客様あっての大

正館です。ひとえに感謝！！感謝！！です。ありがとうございました。恥

ずかしながらの一句です。“駅前に味を守りて去年今年”	 去年今年（こ

ぞことし）新年の季語。古い年が去り、新しい年が来るの意。 
 
＜親睦活動委員会＞ 
会員誕生日 
	 ３日	 黒田	 昌司君	 	 	 	 ５日	 清澤	 聡之君	 	 	 	 ９日	 平岩統一郎君	 

２４日	 岡島	 晋一君	 	 	 ２６日	 角谷	 	 修君	 	 ２９日	 杉浦	 勝典君(喜寿)	 

３１日	 石橋	 嘉彦君	 

	 

奥様誕生日	 

	 ３日	 山中	 寛紀君の奥様	 	 恭子様	 	 	 ６日	 杉浦	 栄次君の奥様	 ちづる様	 

１８日	 奥田	 雪雄君の奥様	 万里子様	 	 １９日	 平松	 	 太君の奥様	 	 ふき様	 

２４日	 森田	 英治君の奥様	 	 明美様	 	 ２５日	 平松	 則行君の奥様	 	 啓子様	 

２５日	 清水	 俊行君の奥様	 友自子様	 	 ３１日	 木村	 克美君の奥様	 由利子様	 

	 

結婚記念日	 

	 ６日	 藤関	 孝典君・千智様	 	 ３０年	 	 	 ８日	 長田	 昌昇君・勝代様	 	 ４７年	 

１０日	 鈴木	 宏枝君・閑様	 	 	 ５０年(金婚)	 

１４日	 平松	 	 太君・ふき様	 	 ４４年	 	 １８日	 鈴木きよみ君・正徳様	 	 ４２年	 

２３日	 鈴木	 健三君・美津子様	 ３１年	 	 ２４日	 鈴木	 並生君・まゆみ様	 ４３年	 

２６日	 粟津	 康之君・尚子様	 	 ２３年	 	 ２６日	 大竹	 密貴君・弥生様	 	 １８年	 

３０日	 植松	 敏樹君・圭子様	 	 ４７年	 

	 
	 

	 



	   
 ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム  
 
「メキシコと日本の架け橋」	 

米山記念奨学生	 マルティネス	 リベラ，リリアナ様	 

	 

	 みなさん、こんにちは。本日は、日墨関係の事など真面目

な事を話したかったのですが、内容を変更して下さい、とあ

りましたので自己紹介をしたいと思います。	 

	 私は４月から碧南 RC に参加させて頂いております。植松先生、伊藤先生にはいつも大変
お世話になっております。また、例会後にはお話できるので、より多くの方とお話できるの

を毎回楽しみにしております。本日は、皆さんの前でお話できる機会を頂けたので、私の事

をより知って頂きたいと思います。 
	 まずは私の家族についてお話したいと思います。私は１９９０年にメキシコで生まれ、１

９歳までメキシコシティーで育ちました。家族と親戚からはリリーと呼ばれます。父は通信

ビジネスを経営しており、母は医師です。５歳上の兄ホルヘと５歳下の弟カルロスがいます。

二人は父と同じ道を進み、私とは違いますが、共通しているものがあります。それは音楽へ

の情熱です。私はボサノバとジャズ、兄はヘビーロック、弟はクラシックが好きです。それ

ぞれジャンルは違いますが、音楽を人生の一部としています。父も昔から音楽が好きで、小

さい頃からレコーディングしたり、セッションしたりしています。皆さんもよくご存知のヤ

マハですが、初の海外進出はメキシコであり、国内では音楽教室といえばヤマハです。音楽

はユニバーサルな言語であり、違う言語の人と触れ合える楽しいものです。現在も名古屋で

友達とセッションしているので、よろしければ見にきて下さい。 
	 メキシコシティーは、海抜２２４０ｍのところにあり、空気が薄いです。一年中春のよう

で、気温は１０度〜２５度です。ただ、一日の中でも気温の高低差が激しく、朝はコートで

も昼は日差しが強く、コートはいりません。夕方に雨が多く、傘は必需品です。メキシコシ

ティーの多くは若者なので、生き生きとしており、賑やかな街です。 
	 私が日本に来た理由も少しお話したいと思います。メキシコのテレビでは日本のアニメが

スペイン語で再放送されています。新しいアニメではなく、著作権のかからない比較的に古

いアニメです。私は、聖闘士星矢やキャンディーキャンディーを見て育ちました。中学の頃

から所々に漢字が出ていたので、不思議だなと興味を持つようになりました。日本の事を知

らない西洋人にとって漢字はかっこいいので、タクシーのガラスにデタラメな漢字がたくさ

ん書いてあります。前からこれは何を意味しているんだろう、と疑問に思っていました。 
	 昔から言語が好きでハリーポッターなどを英語で読んでいましたが、漢字、ひらがな、カ

タカナを使う珍しい言語に非常に惹かれました。ちょうど高校受験を控えていたので、日本

メキシコ学院に入学しました。田中角栄総理時代に建設されたもので、日本人とメキシコ人

が一緒に勉強しております。夏休みの１ヶ月の交流プログラムに応募し、初めて日本に来ま

した。京都の立命館高校で最高の夏を過ごしました。今までの人生で経験した事のない、食

べ物、風景、町並み、文化の全てに新鮮さを感じ、この国に恋に落ちました。もっと日本を

マルティネス	 リベラ，リリアナ様 



知りたいと思い、二年生の夏にも応募し、また来てしまいました。横浜の翠陵高校に留学し

ました。そこで日本のMr.Childrenに出会いました。当時、日本語はあまり得意ではなく、
何を言っているか分かりませんでしたが、メロディーだけで感動できる音楽は初めてでした。

歌詞を理解したいな、そのためにもっともっと日本語を勉強したいというモチベーションに

なりました。 
	 また、横浜の施設、街づくりなどを見るとこれは先進国の力だなと、いつも感心しました。

日本の福祉、教育などどのように取り組んでいるかを知りたいと思い、名古屋の南山大学で

勉強したいと思い、南山大学の日本文化学科に入学しました。歌舞伎、地方の民芸美術、方

言言語学、明治時代の文化まで様々な分野で勉強しています。第二言語教育と第二言語での

コミュニケーションについて専門的に勉強しています。 
	 私は一年生の時から茶道部に入り、すばらしい体験をしています。その歴史も豊かですし、

お菓子、着物、お花、季節の彩り、全てがとても素敵です。茶道の原点である、「一期一会」

は私にとても大きな影響を受けました。今しかない味、季節に感動し、また、細かいところ

への相手へのおもてなしの心を学びました。今この時を大切にするという事は、私のフィロ

ソフィーになったと思います。 
	 日本の文化に触れ、初めてメキシコ文化について勉強するようになりました。WFFでもメ
キシコの音楽を演奏した事があります。また、名古屋とメキシコシティーも姉妹都市ですの

で、毎年私の母校の日本メキシコ学院の生徒達が市長のところへ挨拶に行き、交流会が行わ

れます。高校生の時は、私はメキシコを代表して参加しており、南山大学生としても参加さ

せて頂いております。 
	 また、二年生から先輩から引き継ぎ、南山大学の留学生会の会長になりました。最初は楽

しかったのですが、しばらくやっているととてもストレスになりました。今までリーダーを

やった事がなかったからです。今までは、リーダーとは物事を中心となり進め、それぞれに

役割を割振り、といったような先入観がありました。やっていく中で、リーダーとは、みん

なの力を合わせ大きな結果に導く存在だと知りました。中心ではなく、脇役になる事も本物

のリーダーだと思いました。留学生のセレモニーを行ったり、名大と協力して色んな交流会

をしたりしました。 
	 また、夏に南米系の子供達に、スペイン語を使って日本語を教えるという貴重な経験もさ

せて頂きました。日本の事も全然知らないし、ある子供は日本語を知らないから進学できな

いという子供達に、普段使い慣れているスペイン語で教える事により、彼らの未来も広がる

のではないかと思っています。昨年の夏から取り組んでいます。 
	 最後になりますが、私の使命についてお話したいと思います。最近、自分の役割、自分の

使命について考えています。私は日本とメキシコの架け橋になりたいです。そのため、以前

は外交官になるしかないと思い、他の道は考えていませんでした。しかし、７年前に出会っ

たMr.Childrenのメロディーが私にとても大切な事を教えてくれました。 
「なんてことのない作業が	 この世界を回り回って 
	 まだ出会った事もない人の笑い声を作っていく 
	 そして些細な生き甲斐が	 馬鹿馬鹿しく思える 



	 あわてて僕は彩を探す	 にじんでいても	 金 銀 紫」 
	 私はこの歌詞を聞き、なんてことのない作業でメキシコと日本の距離を縮める事が出来る

と思いました。例え外交官にならなくても、外国で活躍している限り、私は常にメキシコの

代表です。大学院に進学しても、社会人になっても、与えられた使命を果たせばメキシコへ

の扉が開く可能性があります。人を笑わせたり、感動させたりしたらそこに国境を超えた気

持ちが生まれます。私のこの些細な生き甲斐が、必ず世界平和という大きなものに色をつけ

ると信じています。ご清聴ありがとうございました。 
 
 
 
 次回例会案内	 

	 
平成２６年１０月１５日（水）  
職場例会	 於：西方寺・碧南市藤井達吉現代美術館  


