
 
2022 年 7 月 29 日 第 3395回例会 

                    於： 横須賀商工会議所 

＜点鐘・開会＞ １２：３０ 前 田 会長  

＜斉    唱＞ 「我等の生業」   ソングリーダー 佐久間 博一 会員 

＜ゲスト紹介＞ ＊横須賀・三浦作業所連絡会 会長        海 原 泰 江 様 

 ＊横須賀アジア太平洋研究会（YCAPS）グアム地区 企画広報部長 

            Ms.Jenna J Lindeke Heavenrichi 様 

 ＊東日本電信電話（株）横須賀支店 支店長    児 玉 信 蔵 様 

＜会 長 報 告＞ ＊ガバナー事務所より 

  ・ＩＡ委員会・ＩＡＣアクターズミーティング開催のご案内について 

    ８月６日（土）１３:００～１４:００ 委員会 

           １４:００～ アクターズミーティング 

           於：アイクロス湘南６Ｆ「Ｅ会議室」 

  ・インターアクト海外研修募集要項について 

    日 程：１２月２４日（土）～２７日（火）３泊４日 

    派遣数：各校インターアクター２名 

    訪問先：台湾・台北（国際ロータリー第３４８１地区） 

    旅 費：個人負担分 1名当たり 約７０，０００円（予定） 

  ・２０２３－２０２４年度ロータリー奨学生募集について 

    第１次【書類選考】申請書、小論文（１０月３日〆切） 

    第２次【面接】と【語学試験】１０月２９日（土）９:００～ 

    於：ガバナー事務所 

  ・新会員の集い開催について 

    日 時：９月２７日（火）１８時～２０時３０分 

    場 所：藤沢ミナパーク多目的ホール 

    対象者：２０２０年７月以降入会 

＜委員長報告＞ ＊VTT特別委員会 山下 和男 委員長より 

           医療チーム派遣：９月１８日（日）～２４日（土） フィリピン共和国 セブ島 

           経済的ご支援のお願い 

＜幹 事 報 告＞ ＊第１グループ合同例会 ロータリー奉仕デー 報告書配布 

＜出 席 報 告＞ ＊出席委員会 猿丸委員より７月２９日の出席報告 

会 員 数 出席対象者数 出席数(ZOOM出席数） 欠 席 数 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ数 出 席 率 

１１４名 ９９名 ６８名（１０名） ３１名 ５名 ７３．７４％ 

＜ニコニコ報告＞ 

 ・加藤（淳）、佐久間、角 井、兼 城 各会員 横須賀・三浦作業所連絡会会長 海原泰江様、ようこそ 

         横須賀ＲＣ例会にお越し下さいました。継続した支援事業になるようお互いに協力して 

         いきましょう。 

 ・三    役 馬場会員､ロクナト会員､本日の卓話楽しみにしております｡よろしくお願いいたします｡ 

 ・比 護、八 木、杉 浦、梁 井、田 村、大野（健）、長谷川、石 田、大 石、 

  福 西、田 中、田 邉、畑、猿 丸、椿、中村（清）、齋藤（眞）、小山（美）、上 林、 

  江 口、立 石、八 巻、加賀本、杵 渕、岡田（英）、Enora、前 川 各会員 

         馬場会員、Ｗ.ロクナト会員 本日の新会員卓話よろしくお願いします。楽しみにしてい 

         ます。 

 ・馬 場 会員 本日新会員卓話します。ガチガチブルブルに緊張しています。よろしくお願いします。 

 ・Wosti Loknath 会員 Today I will talk about my experience of Japan Life. 



         Thank you. 

 ・６番テーブル八木マスター、加藤（淳）サブマスター 昨日６番テーブルミーティングを行いました。 

         三役の皆様にもご参加頂きありがとうございました。加藤サブマスターのまさかの釣果 

         ゼロには驚きましたが、メークアップの五十嵐会員のお陰でおいしい魚を堪能できまし 

         た。全員陰性のミーティング楽しかったですね。 

 ・田 中、松本（明）、長 尾、瀬 戸、前 田、越 川、Loknath 各会員 

         ７月２８日、６番テーブルミーティングが住よしにてありました。テーブルマスターの 

         八木さん、サブマスターの加藤さんお疲れ様でした。松本さん美味しいお料理ありがと 

         うございました。前田会長、長尾副会長、瀬戸幹事ご参加頂きありがとうございました。 

         お陰様で楽しい時間を過ごす事ができました。 

 ・Loknath、福 西、永 井、岡田（圭）、小 平、南、木 村、 

  齋藤（眞）、二 瓶、鈴木（之）、八 巻、徳 永、藤 村、平 松 各会員 

         三浦学苑公式野球部、神奈川ベスト８！！頑張りました！また軟式野球部、３年ぶりの 

         神奈川制覇おめでとうございます。次は南関東制覇、全国ははばたけ！応援しています。 

 ・岩 﨑 会員 横須賀の中学生女子ソフトボールチーム 横須賀ゴールドウェーブが全日本女子ソフト 

         ボール大会で準優勝しました！！８月は全国女子ソフト大会に神奈川代表で出場します。 

         応援よろしくお願いします。 

 

 

＜新会員卓話 １＞                             馬 場   亮 会員 

 

ＪＴＢ横須賀支店長の馬場でございます。日頃大変お世話に

なり誠にありがとうございます。私は２０２０年２月に横須賀

支店に着任し、６月に前田会長のご紹介で伝統と歴史のある横

須賀ロータリークラブに入会いたしました。入会してから２年

半経っての新会員卓話ということで、今更という感じで恐縮で

すが、半世紀を振り返って人生をしみじみ考えさせられる良い

機会となりました。本日は、卓話にふさわしく真面目に話をいた

しますのでしばしお耳を傾けていただければ幸いです。 

本日は簡単な自己紹介を「家」という漢字に紐づけて３つさせ

ていただきます。 

生まれは東京吉祥寺、育ちは湘南鷹取です。鷹取小学校、中学校

を経て県立横須賀高校を卒業しました。家族は妻と息子がおり

ます。妻は横浜の菊名で妻の姉が茶道裏千家と香道̪志野流の教

室を、妻が花屋をやっております。現在の住まいは横浜です性格

は、「人見知り」で「熱しにくくて冷めやすい」ためゴルフもラ

イザップゴルフに通ったものの５０肩で中断しております。そ

んな私でも続いていることは阪神タイガースの応援です。大学時代は関東で最初にできた私設応援団で横浜

スタジアムや神宮球場で応援旗を振っておりました。コロナ禍での趣味は、落語を聴くこととランニングと

サウナです。ランニングはキロ５分で５キロを週５日走ることを目標としており、週に６回以上サウナに入

っております。また、２年ほど前から協栄のボクシングジム監修のボクササイズを始めました。 

それでは、家という漢字に紐づいて話をしていきます。３つ目がメインです。 

まずは１つ目。家族とロータリーです。ロータリークラブは仕事でも、入会を知ったのも着任が決まって

からでした。会社のボードメンバーだった父も入会したことはありませんでした。父は上原英雄さん、川島

清彦さんと大学のクラブで同級生だったので、入会したらご挨拶できるかと思いましたが叶いませんでした。

そんな話をしていると母から、実家によく来ていた祖母の従妹の兼二郎さんという方がロータリークラブに

入っていた情報がありました。母方の実家は福岡県北九州で、大人数の家族で、一緒に暮らしていた祖母の

従妹が４０人でしたので母は総勢２００人ぐらいで暮らしていました。私も祖母に預けられていたことがあ

り、幼い頃は 1年の半分以上は母の実家である東京の曾祖父の家か親戚の家にいました。曾祖父の家は北九



州と長野と東京にあり、基本はいつも東京にいました。いつも家族や家族以外の様々な方々に囲まれた幼少

期を送っておりましたので、兼二郎さんもそのうちの一人です。私は多くの大人の中におかれていたのでお

じいちゃんおばあちゃんに媚びてお小遣い稼ぎをするのは自然と得意になりました。 

先ほど家族以外と申し上げましたが、家族以外で住んでいた方で皆さんがご存じの方でいうと中華民国の革

命家「孫文」を４年ほど匿っていたり、母の頃は、裸の大将「山下清」画伯が絵を描いていてとても近寄れ

なかったと聞いております。孫文さんが描いた「世界平和」という扁額（へんがく）は渋沢栄一さんとのや

り取りをした手紙とともに博物館に預けております。兼二郎さんの話しに戻りますが、兼二郎さんは１９６

１～６２年にガバナーを、その後１９６７年ＲＩ理事務めておりました。また、兼二郎さんのお父さんの健

次郎さんは１９３８～３９年にガバナーを務めておりまして、健次郎さんの家は今は戸畑ＲＣと戸畑東ＲＣ

の例会場になっています。さて、兼二郎さんは、ハロルド・トーマスの名著『ロータリー・モザイク』の訳

者としてロータリー文庫にもありましたので一読してみるとロータリー思想の「心の温かさ」を説いていま

した。少なからずとロータリークラブに入会させていただいたことは家族に縁があったと感じており、出会

いに感謝申し上げます。 

２番目は「家出ノスゝメ」です。幼い頃は今では考えられないくらい可愛く女の子と間違えられていた私

は修学前、デパートでよく迷子の呼び出しをされていました。私は小学校 1年生の時にファースト家出をし

ます。ある秋の夜、厳格な父に叱られ家から放り出された私は家の外に出ると普段見たこともない夜景に魅

了され、そのまま散歩に出かけてしまい、外で寝てしまいました。起きて、家に帰ると家には警察官が居て

なんと捜索願を出すところでした。ある時、大変お世話になった母方のメルボルン在住の従妹が飛行機事故

で亡くなってしまい、いきなりオーストラリアに旅立つことになりました。実は、ここで、文化の違いを目

の当たりにし、日本ベースで海外を知る仕事に興味を持つようになります。例えば、皆さんはオーストラリ

アの歩行者信号が日本とどう違うかご存じでしょうか。日本は青から赤に変わる時、青が点滅しますが、オ

ーストラリアは赤が点滅するのです。裏を返せば日本は「赤に変わるから急げ」ですが、オーストラリアは

「危険だから渡るな」というサインで、ものの見方の違いだと思います。赤で渡ると捕まって罰金です。ま

た、女性のピクトになっているところもダイバーシティを感じます。こんなところに文化の違いがあり、そ

ういったことに興味を持つようになりました。帰国後は家賃２万８千円のアパートに住むことになりました。

これが大きな２度目の家出です。教訓としては、ちゃんと働いて社会人として認められなければならないと

悟りました。卒業後は日本交通公社に入社し、仙台に勤務後、銀座勤務となり、またまた実家に戻りました。

こんな仕事ですからほぼ家には居なかったのですが、以前父が勤めていた会社が破綻し父担当の日経の記者

が家を張っているとのことで一時家に帰れなくなりました。その後、ほとぼりが冷めるまではホテル住まい

をし、当時の彼女のアパートに住むことになります。これが 3回目の大きな家出となります。可愛い子には

何とやらとは言いますが、可愛くなくても社会の厳しさや思いもかけないことが起きるたびに、その後の人

生を左右する出来事があります。是非、プチ家出をお勧めいたします。 

さて、メインであります３番目は国家イベントについてです。こちらのキャラクターの愛称は「ミャクミ

ャク」と申しまして２０２５年大阪・関西万博の公式キャラクターです。私は、大阪・関西万博の誘致活動

に日本政府として国、大阪府、市、関経連とともにやっておりました。２０１４年１月から２年強の間、経

済産業省に出向し国家公務員となります。博覧会推進室室長補佐という役職で経済産業事務官に任命されま

した。博覧会推進室の所管は、日本の万博を取り仕切る部署で、万博に多額の税金と寄付を使って日本館を

出展する仕事となりました。 

万博について説明いたします。皆さまの中で１９７０年の大阪万博に行かれた方はいらっしゃいますでしょ

うか、先の大阪万博など２０世紀の万国博覧会は「開発型」、「国威発揚型」でつまりは各国が国力を競って

いましたが、２００５年の愛・地球博から人類共通の課題の解決策を提示する「理念提唱型」に転換しまし

た。万博には、国際博覧会協会の承認した登録博、認定博の２種類があります。「万博」は世界中からたくさ

んの人やモノが集まるイベントで、地球規模の様々な課題に取り組むために、世界各地から英知が集まる場

であります。昨今の主な万博は１９７０年大阪博、２００５年愛・地球博、２０１０年上海博、２０１５年

ミラノ博、２０２１年ドバイ博がありました。世界初の万博は、１８５１年に開催されたロンドン万博で、

２５カ国が参加。 日本は、１８６７年のパリ万博に徳川幕府と鍋島・薩摩両藩が有田焼を、１８７３年のウ

ィーン万博に明治政府が出展しました。また、大阪万博、愛・地球博ではロータリー館が出展をしておりま

す。万博では新しい技術や商品が生まれ生活が便利になる「きっかけ」となります。例えば、エレベーター

(１８５３年、ニューヨーク万博)/電話(１８７６年、フィラデルフィア万博)ファミリーレストラン、ワイヤ



レステレフォン、電気自動車、動く歩道(１９７０年大阪万博)ICチップ入り入場券、ＡＥＤ、ドライミスト

(２００５年愛知万博)などです。 

改めて、大阪・関西万博の概要を説明いたします。開催場所は大阪夢洲（ゆめしま）です。テーマは、い

のち輝く未来社会のデザイン。サブテーマは、「いのちを救う」「いのちに力を与える」「いのちをつなぐ」。

コンセプトは、「未来社会の実験場」です。開催期間は２０２５年４月１３日から１０月１３日までの１８４

日間、来場者数は約２８２０万人を想定しています。万博には、人・モノを呼び寄せる 求心力と発信力があ

り、「２０３０年ＳＤＧs達成への貢献」と「日本の国家戦略Society５.０の実現」を目指しています。見

込まれる経済波及効果は約２兆円。若いクリエーターの世界への発信、ライフサイエンス・バイオメディカ

ルの更なる発展に期待です。また、実現することは、最先端技術など世界の英知が結集し新たなアイデアを

創造発信、国内外から投資拡大、交流活性化によるイノベーション創出、地域経済の活性化や中小企業の活

性化、そして、豊かな日本文化の発信のチャンスと盛り沢山です。私は日本文化の発信のなかでも特に２０

１４年から取り組んでいる日本の伝統的工芸品の発信をやっていきたいと思っています。伝統的工芸品の日

本全国で国が指定した品目は２３７あり、神奈川県では鎌倉彫、小田原漆器、箱根寄木細工、江戸挿絵が指

定されています。伝統的工芸品は日本の素晴らしい工芸技術を守っていかなければならないところですが、

そこには廉価な代替品、ブランディング、後継者問題など様々な課題があります。そこで、ルイヴィトンの

デザインを入れたりと様々な工夫をしておりまして、私もクリエーターと作品を作ったりしました。岩手県

に南部鉄器という鋳物があるのですが、フランスで売れていて生産が追い付かないということをご存じでし

ょうか、こちらは２０１０年上海万博にプーアル茶を南部鉄器で淹れるプロモーションをしたところ、それ

がヨーロッパに渡り人気を得ることが出来ました。他方、山形市に山形鋳物という鉄器があります。何が違

うのかというとデザインがシンプルだと言われていますが、技術レベルは変わりません。この人気の差はプ

ランディングの発信に尽きると思われます。また、石川県輪島市にある輪島塗という漆器は、職人がなんと

１２４もの工程で作り上げる器などですが、輪島商工会議所の会頭と話をしていた時に、輪島塗の曲げの職

人は若い職人でも７０歳を超えているということで、更に言いますと２人しかおらず、後継者問題について

深刻に憂いていました。これらの課題を解決するには国内需要だけでなく、海外需要が重要であると考え、

法律、検疫などの変更が必要ですが、プロモーションの場としては２０２５年大阪・関西万博が適している

と考え、発信していきたいと思います。私は２０２５年までには大阪に行きますので、皆さま是非会期中に

行きましょう。横須賀にいる限りは頑張りますので引き続きのご指導をどうぞよろしくお願いいたしまして

私の卓話を締めさせていただきます。ありがとうございました。 

 

 

＜新会員卓話 ２＞                           Wosti Loknath 会員 

 

皆様、ナマステ。こんにちは。ネパールでは、ナマステは朝昼晩言います。相手の心にいる神様に向かっ

て「ナマステ」と言います。 

簡単な自己紹介をいたします。私は来日して２２年です。１９７０年ネパールのヒマラヤのゴルカという

ところで生まれ８歳にチトンというところへ移り育ちました。私の父と母はお見合い結婚です。子供の時に

結婚を決められていて私の父は７歳、母は９歳の時に結婚したそうです。両祖父はそれぞれ村の長で、村同

士が仲良くする為に結婚させたそうです。私の父は長男なので親の面倒をみなければいけなかったのですが

自分で何かやりたいと思い私が４歳の時にチトンで父は１人ビジネスを始め、私が８歳の時に一緒にチトン

で住み始めました。 



私は１９９７年に結婚し、今年で２５年になりました。長男はカ

リフォルニア大学を出て、現在はマイクロソフトにいます。娘は

横浜に通っています。妻はとても心の良い人で喧嘩をしません。

私が飲みに行って遅くなったりしても何も言われませんでした

が次の日起きたら怖かったです。私は父のビジネスも手伝いまし

たが、世界遺産のチトンで野生の動物がいるホテルで支配人とし

て働きました。世界から沢山のお客様がいらして、日本からも東

大や京大の学生さんも１か月、２か月と滞在していました。ネパ

ールでは自然を守る協会の役員もやっていました。５０種類のサ

イ、トラ、ワニ、鹿などが見られるところなので、昔はハンティ

ングをしていましたが１９７３年にハンティングが禁止になっ

たので皆さん観光に来るようになりました。 

日本とネパールの文化は近いです。私も２０００年に日本語の

学校に１年半行き、トラベル専門学校に２年くらい通いました。

ネパールは何もない、と思っていましたが日本の方に「なぜネパ

ールに行くのですか？」と尋ねたら「日本になくなってしまった

ものが、ネパールには残っていて懐かしい」からだそうです。４０回５０回行かれていた方もいます。世界

で一番高いところにホテルを作った方も日本人です。天皇陛下もいらっしゃいましたし、政府としても国民

の関係もとても良いです。ネパール人は東日本大震災の時私達も集まって宮城県に行きカレーを作ったりし

ました。湘南信用金庫様からユニフォームを頂き、困っている方達に差し上げたりもしました。１０年間新

宿におりましたが、２００６年に横須賀でカレーのお店を開きました。東京は賑やかで人が多くてあまり好

きではなかったのですが、横須賀は自然が多くて好きになり引っ越しました。横須賀法人会の皆様ともネパ

ールに行きました。大統領に面会し、大統領も大変喜ばれました。こちらが上地市長ですね（写真）私はど

こに行っても横須賀について話します。また、海外からの来客やネパールから大臣などいらっしゃった時も

必ず横須賀を案内します。軍港巡りや猿島、三笠公園などです。ネパールの総理大臣にスカジャンもプレゼ

ントしました。緊急事態宣言の時はネパールに行っていたのですが、日本でマスクが足りないからマスクが

あればもってきて欲しいと言われ、２日で３万枚を集めて、横須賀に持って帰りました。ネパールは小さい

国ですが、民族は多数です。言葉も５０種類以上あります。ネパール語と英語が話せるところもあります。 

「世界でいちばん美しい村」というドキュメンタリーがあります。神奈川歯科大学で上映させて頂きました。

８００人も集まり、皆さんそんなにネパールが好きなのかとびっくりしました。 

 ネパールは観光で行ってもとても良いところです。お寺や、世界で一番高い山エベレストがあるところで

す。みなさんを是非ネパールに連れていきたいです。実は私ホテルの経営もしていまして、ネパールでは象

を６頭飼っています。サイ、トラ、鹿などホテルからも見られます。今日は本当にありがとうございました。 

 

 

＜閉会・点鐘＞ １３：３０ 前 田 会長 

 

週報担当 長谷川 誠 剛 

 


