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ビジター紹介　　　　

                                           　　出席委員長

                                     親睦活動委員

                                     ロータリー国際大会（韓国ソウル）

川崎中央ＲＣ 会長
中村 紀美子 様

 【スピーカー紹介】  

　文部科学省留学生　ロベルト アルベロ 様

　通訳：宇野 カオリ 様

　　　　演題 『ベネズエラと日本』

 【特別ビジター紹介】

　国際ロータリー 第2590地区

　第1グループガバナー補佐

　　小林 和雄 様　　　 戸村 正房 様

 　（2015-16年度）　 （2016-17年度）

　

河口武生　会長 ゲスト紹介

1.ロータリーレート6月　１＄＝１１０円
2.ロータリー国際大会参加の件
　参加者：河口、野口、福嶋、宮本、御幡、安本：６名
　安本会員は囲碁世界大会に出場します。
3.6/19ロータアクト地区研修協議会に参加します。
4.5/19拡大増強セミナーの報告

今後の予定
◎ 6月 2日(木)  「韓国のロータリーについて」
  　　宮本欣淳 会員

◎ 6月 9日(木)～10（金）
   「期末ご家族一泊移動例会」
　　　　　　　　　　　　     点鐘18：00
    ヒルトン小田原リゾート＆スパ

◎ 6月16日(木)  「理事役員退任挨拶」

川崎マリーンロータリークラブ
国際ロータリー第2590地区 創立1993.2.19

例　会 毎週木曜日12:30

例会場 サンピアン(川崎市立労働会館)

 　　　 　 TEL.044-222-4416  

事務局 〒210-0004 川崎市川崎区宮本町2-27-402

　　　 　　  TEL.044-200-9249 FAX.044-200-9252

U R L:    http://kawasakimarine-rc.com/

E-mail:marin-rc@eagle.ocn.ne.jp
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     Be a Gift tothe World   
     世界のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄになろう
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ありません

●川崎大師ＲＣ
 6/15(水)～16(木)一泊移動例会　ホテル三日月
 6/29(水) 休会（定款細則に基づく休会）

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

　

伊藤恒満　幹事

ソウル国際大会の
会場に安パストガ
バナーが出迎えて
くれました。

参加者（敬省略）
河口、野口、福嶋
宮本、御幡、安本

お疲れ様でした

幹事報告
1. 例会変更のお知らせ
2.6/5（日）10～12時
　水辺の楽校『３校合同干潟観察会』
3.6/30(木)夜間例会（お疲れ様会）開催の件

委員会報告
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ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 安本好勝　副会長

【通訳】

★本日は、次年度ＡＧの戸村さんと引き継ぎのため伺いました。
　 宜しくお願い致します。
　（2015-16年度 第1グループガバナー補佐 小林和雄様）
★本日、ガバナー補佐引き継ぎのご挨拶に参りました。
　 宜しくお願い致します。
　 (2016-17年度 第1グループガバナー補佐 戸村正房様)
★ソウル国際大会、宜しくお願いいたします。
　 (中村紀美子様　川崎中央ＲＣ)

　
東日本大震災義援金　 4,000 円

　　　累計金額 　　150,000 円

本日のニコニコ　    27,000 円

　　　累計金額  　 857,000 円

◆ 野口会員
 ロベルトさん、宇野先生、本日は宜しくお願いします。
◆ 轟会員
1.ロベルト様、本日の卓話楽しみです。
2.小林現ＡＧ、戸村次年度ＡＧ、本日はようこそ。
　 御指導の程、宜しくお願い申し上げます。 
◆ 秦会員
 ロベルトさんようこそ。本日のスピーチ宜しくお願い します。
◆ 小山会員
　 ロベルトさん、本日の卓話楽しみです。
 小林ガバナー補佐、戸村次年度ガバナー補佐、
 ようこそいらっしゃいました。
◆ 小枝会員
　 ロベルトさん、こんにちは。
 今日は宜しくお願いします。
 北海道にご一緒いただいた皆さん、有難うござ いま した。
 楽しかったです。
◆ 松中会員
　 小林ガバナー補佐、次年度・戸村ガバナー補佐、
 本日はようこ そ。
　 ロベルト様、卓話の程宜しくお願いします。
◆鈴木会員
　  小林第１Ｇアシスタントガバナー、戸村次年度第１Ｇ
 アシスタントガバナー、中村中央ＲＣ会長、
 ようこそ おいで下さいました。ご指導お願いします。
　 ロベルトさん、本日の卓話楽しみにしています。

◆内田会員
　  先週は愚妻が大変お世話になり有難うございまし た。
 本日はロベルト様、卓話宜しくお願い します。
◆武藤会員
 ロベルトさん、本日の卓話楽しみにしており ます。
◆ 伊藤秀司会員
　 ロベルト様、本日の卓話宜しくお願いします。
 再来週の一泊移動例会不参加ですみません。
 6月3日に下肢静脈瘤の手術のためです。
◆ 福嶋会員
　 北海道で二日間楽しく過ごすことができました。
◆ 増田洋一会員
 札幌堪能させていただきました。有難うございました。
◆森野会員
 書くことないなぁ～。あった。
 6月の始め尾瀬に旅行いってきます。
◆河口会員
1.ロベルト君、宇野さん、本日は遠いところようこそ いらっし
 ゃいました。 本日の卓話宜しくお願い致します。
2.今年度ガバナー補佐小林様、次年度ガバナー補佐
　 戸村様、本日はようこそいらっしゃいました。
◆安本会員
 ロベルト様、宇野カオリ様、本日のお話し楽しみにし てい
 ます。

クラブ会報担当：小枝義夫 委員長

　ロベルト・
　　アルベロ 様
　29歳　国籍：ベネズエラ
　父は政府の顧問弁護士
　母は政治家・姉は医師
　文部科学省の奨学生
　として来日。
　現在、国際基督教大学
　大学院博士課程に在学

　宇野カオリ 様
　国際基督教大学卒業、
　ﾍﾟﾝｼﾙﾊﾞﾆｱ大学大学院
　ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞ心理学修士取得
　同大学客員研究員
　社団法人日本ポジティブ
　心理学協会代表理事
　（研究グループ交換GSE・
　 ﾛｰﾀﾘｰ平和ﾌｪﾛｰ 学友）

本日の卓話

　

川崎マリーンロータリークラブにお招きいただき有難うございます。今、日本語を勉強していますがあ
まり上手く話せませんので、本日は英語で卓話をさせて頂きます。どうぞ宜しくお願いします。
大学院での研究については、あまり面白くないと思いますので省かせて頂き、外国人として日本で生
活し感じた事や日本人から学んだ事をお話ししたいと思います。
 初めに私の母国ベネズエラについて少し話したいと思います。ベネズエラは南アメリカにある美しい
国で首都カラカスで生まれ育ちました。ベネズエラは石油が取れる事、ミス・コンテストで多くの優勝者
を出す美女大国で世界一美人が多い国と言われています。私は、母国ベネズエラを禁じられた天国と
呼びたいと思います。何故かと言うとカリブ海を背景に美しい風景が広がり自然の景観豊な所で、食
べ物は美味しく、人々は大変友好的でサルサダンスなど楽しみが多くあります。
それでありながら、世界で最も危険な国と言われています。シリア・イラク・アフガニスタンなどの国より
も危険な所で、年間3万人もの人が殺されている国だからです。私は人生で二つの課題を持っていま
す。それは｢規律｣と｢忍耐｣です。2008年に私は日本大使館に招かれ、そこで奨学金の事を知りました。
ここから私の忍耐の物語が始まります。翌年の2009年に研究テーマが定まっていなかった為、奨学生
試験が不合格となりました。その翌年自国の内紛がひどくなり一時アメリカに渡り、ベネズエラに帰り再
トライしました。2回目も不採用となり、3度目の応募で合格する事が出来ました。2012年8月28日に私は
未知の国であり、長い歴史を持つアジアの国、日本に足を踏み入れたのです。古い歴史を持ちながら、
力強く技術的にも高く発展した美しい東京に途端に魅せられました。日本語は話せませんが、尊敬と
感謝の念は大変深いものがあると申し上げておきます。日本に来た当初は混沌たる複雑な気持ちでし
た。ワクワクしているのですが、一方で怖いですとか、悲しいと言うようなものです。政治的な理由で自
分の国に帰れない。このような時ベストな事は、遠く離れた所で自分のやるべき事をするということです。
  ベネズエラは政府の汚職がひどく、共産党のイデオロギーが蔓延しています。国と人々をどん底に陥
れるものです。例えば１キログラムの鶏肉を手に入れる為に、人々は8時間も列をなして待たなければ
ならない。
  日本に来て4年になりますけれども、この国を知れば知るほど素晴らしいと思います。第二次大戦以
降日本が迅速に立ち上がり、発展を遂げて来たと言う事実に驚かされます。冒頭に申し上げた通り、
ベネズエラは石油が採取できますが、日本のように資源が無い国が、十数年で世界に誇れるような地
位を築く事が出来たのか、非常に力強さを感じます。このような素晴らしい発展を遂げ、美しい国を見
て思うことは、何故ベネズエラは日本のように上手くやっていけないのか。何故私達は苦しんでいるの
かという事です。その問いに対するキーワード的な答えは、おそらく規律と忍耐と意志そして人々だと
いう事です。国が地球上のどの位置にあろうと、自然と資源を持っていようと、あまり関係が無いのでは
と思います。つまり人間の力、意志がその国を良くして行くと言う事です。答えは日本に有るのです。
人間の力が優れている、私が学んだ事を世界に伝えて行きたいと思っています。日本が示してきた勇
敢さ・勇気・規律と言うものを世界の国々が実現して行けば、確かに地球は素晴らしいものになると確
信しております。
 日本の特徴として感じますのは、①対称性②完成度③調和④シニマニズム（最小限のものから最大
限のものを引き出す）事です。漢字・お茶・書道それから、空手・弓道・剣道などの武道その一つ一つ
の動作に理由があり、調和が見られます。日本食はユネスコの無形文化財に指定されています。非常
に美しいディスプレイがそこに見られます。生け花もそうです。シンプルでありながら大変美しい世界
が広がっています。日本人は大変完成度の高い物を求めていると言えます。
　 世界は日本から学ぶべき所が沢山あります。私は日本から学んだ事を母国ベネズエラに共有してい
くことを責任として感じています。帰国したらベネゼエラの破壊、そして政治情勢の悪化と言う問題を、
日本の知恵を借りながら立て直したいと思っています。そして日本とベネゼエラの懸け橋になりたいと
思います。美しい言語、日本語を話せるようになり、また皆さんの前で卓話が出来るように成りたいと思
います。本日は皆さんありがとうございました。
　ロベルトさん貴重なお話しをありがとうございました。次回日本語での卓話を楽しみにしています。
また、通訳の宇野さんありがとうございました。

『ベネズエラと日本』


