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今年度会長テーマ

第2285回例会 2013.11.7

ロータリーを
実践し
みんなに
豊かな人生を

話と和で輪を広げ　ロータリーをもっと身近に

■司会：
　北久保例会運営委員

■会長報告 野村会長

・10月度収支明細は、金子会計より報告があり承認
　されました。
・今年の産業祭活動についてと今後の参加手続きに
　ついて検討し、募金活動は中止し､玉葱の販売とペ
　ットボトルキャップの回収キャンペーンとし、参
　加については出席扱いには成りません。
・クリスマス例会については､12月12日(木)立川のパ
　レスホテルにて開催します。詳細は近日中にお知
　らせします。
・｢東村山市綠を守る市民協議会｣への会員派遣につ
　いて検討し、今年度迄は派遣し次年度からは派遣
　しない事とし、会としての協賛金は引き続き納め
　る事とします。
・名古屋守山ＲＣより創立50周年式典については、
　有志で参加します。式典は来年4月16日の予定です。

 皆さんこんにちは。今日は24節気の19番目立冬で
す。秋は何処に行ってしまったのでしょうか？つい
この間迄暑い日差しが容赦なく照りつけていた、今
日から冬が始まるとは何か信じられない気持ちです。
秋はもう通り越してしまって、今日から冬の気配が
現れてきます。これから立春の前日迄が冬になります。
　さて、昨晩第5回理事・役員会が開催されましたの
で、主な物のみご報告いたします。詳細は週報をご
覧下さい。

■点鐘：野村会長

■国歌：｢君が代｣
■合唱：ロータリーソング
　　　　｢奉仕の理想｣
◆ソングリーダー：
　野澤会員

■幹事報告 石山幹事

■ガバナー事務所：
・2014年ロータリー国際大会について
　シドニー国際大会専用のウェブサイトの紹介
　・登録方法、日程表等の記載
・シドニー国際大会東京ナイトパーティーの案内の受理
　2014年6月1日(日)　18:30～
　於　シドニー｢ドルトンハウス｣
　登録料　15000円
・｢日台ロータリー親善会議｣ツアーの案内について
　2014年1月26日　14:00～
　於　台湾(台北)円山大飯店
　会議詳細は後日決まり次第報告
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■出席報告 嶋田例会運営委員

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

30 24 0 6 79.31
■前々回メークアップ修正後前々会欠席：5名
■前々回出席率メークアップ修正後：81.48％
■前々会メークアップ者：
　赤木会員：理事会　　村田会員：東京お茶の水ＲＣ
　漆原会員：東京清瀬ＲＣ　山宮会員：東京立川ＲＣ

■職業奉仕委員会：
　第2回地区職業奉仕委員会公開講座の案内の受理
　2013年11月26日(火)　18:00～
　於　浅草ビューホテル

■社会奉仕委員会：
　2013～14年度地区社会奉仕委員会開催の案内の受理
　2013年11月26日(火)　15:00～
　於　ガバナー事務所

■青少年奉仕委員会：
　地区青少年奉仕委員会アンケート(地区内実態調査)
　お願いの受理
　アンケート回収締切　11月30日(土)

■インターアクト委員会：
　インターアクト地区合同活動の案内の受理
　2013年11月24日(日)　10:00集合
　於　柴又帝釈天

■国際ロータリー日本事務局：
　11月のロータリーレート　1ドル＝100円

■回覧：
　ローターアクト活動報告(9月、10月)
　ロータリー文庫2012～13年度決算報告
　心の東京革命
　学校法人菅生学園｢菅生30周年の歩み｣
　武蔵野女子学院　ニュースレター
　バギオだより

山宮例会運営委員■ニコニコＢＯＸ

◆野村会長、石山幹事：
　　　　　　理事役員の皆様、昨日の理事会ご苦労様
　　　　　　でした。本日、卓話をしてくださいます
　　　　　　ロータリー財団新地区補助金奨学生の横
　　　　　　堀様よろしくお願いします。
◆嶋田会員：写真を頂きありがとうございました。

■皆出席：
　赤木会員(13回目)

■ご結婚祝月：
　目時会員

■ご結婚祝月：
　赤木会員、中丸会員

■令夫人誕生祝月：
　町田会員、嶋田会員

■会員誕生祝月：
　野崎会員、村越会員

本日のニコニコ合計：   33,000円
　　累　　　計　　：  610,574円

■バギオ基金感謝状授与：
　北久保会員

　こんにちは。今回はロータリー物語ということで、
奉仕の思想の発生と成長と題してＤＶＤを作成したそ

■野澤職業奉仕委員長

■委員長報告
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　みなさんこんにちは。みなさんのポストの方へロー
タリーの友11月号が入っていたかと思いますので、ご
紹介をいたします。今月はロータリー財団月間です。
財団の留学生の横堀さんが今回卓話をしていただきます。
　特に特集のロータリー財団月間というのが7Ｐに載っ
ております。15Ｐグローバル補助金奨学生として、我々
の地区2580地区のかわばたゆきのさんの記事が載って
おります。私どもホストの広沢くんも今行っています
ので、こういう記事に投稿されるかもしれません。そ
れから31Ｐ、長らく当地区のロータリー財団委員長を
されておりました小宮さんが表彰状を受けたという記
事がのっております。35Ｐ、これが割りと簡単に書い
ておりますのでお読みいただければと思うのですが、

ロータリアンのための職業奉仕入門ということで数ペ
ージにわたってあると思いますので、お読みいただき
たいと思います。
　それから今度は、右開きの方の9Ｐ目から名古屋市の
紹介、今元気な町名古屋ですが、おもしろい言葉が書
いてありまして、町を元気にするのは、若者よそ者変
わり者と書いてあります。
　是非みなさん、ロータリーの友をお読みください。
ありがとうございました。

■中丸会員研修委員長

　こんにちは。2014年度シドニー国際大会ということ
で大会参加資料をお渡しさせていただきました。
　9月から動いておりましたが、なかなかシドニーの便
というのがなくて、ましてや国際大会ということで所
狭しとして、今回は帰ってくる前々日の日に大会に参
加しまして最初に行って観光しようと、今までと違っ
て前倒しで行いました。
　日にちは来年ですが5/28にスタートして6/3に帰って
くるスケジュールを組まさせていただきました。後か
ら丁重に荒井さんに説明をいただきますが、申し込ん
だとたんにキャンセルがかかってしまうということが
ありまして、来週の例会に参加の確認をしたいですが、
本日資料をお持ち帰りいただいて来週御返事いただけ
れば幸いです。すごいタイトな期限の中ですが、詳し
くは荒井さんに説明いただきます。

■相羽国際奉仕委員長

2014シドニー国際大会提案書
メルボルン・シドニー7日間(QF：カンタス航空利用)
日程：2014年5月28日(水)～6月3日(火)7日間
368,000円(20名様以上)添乗員同行
メルボルン2泊：ノボテル オン コリンズ(予定)
　　　　　　 　スーペリアクラス
シドニー2泊：ヒルトン シドニー(予定)
　　　　　 　デラックスクラス

●ご旅行代金に含まれるもの
(1)交通費：(旅程表記載の航空、貸切バス等運送期間
　 の運賃・料金)
　 上記運賃・料金には、運送期間の課す付加運賃・料金
　 (原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期
　 間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課
　 せられるものに限ります。以下同様とします。)を含
　 みません。
(2)宿泊代：(旅程表記載の宿泊料金及び諸税、サービ
　 ス料)※2名1室

■ＪＴＢ荒井様

うです。このＤＶＤの鑑賞と地区職業奉仕委員長を中
心としたパネルディスカッションが行われます。参加
クラブ、不参加クラブもそうですが、このＤＶＤは当
日各クラブにいただけるそうですので、内容を見まして、
鑑賞する機会を作っていきたいと思います。会長と私
に限らず参加出来る方は事務局の方にお申し込みくだ
さい。
　それから別件ですが、台湾に行って参りました。こ
れは非公式ですが私の幼稚園で、ヤマハ音楽教室の指
導をしていただきましたソプラノ歌手の千葉あきおさ
んという方が、台湾の老人クラブ、ロータリークラブ
あるいは幼稚園等でボランティア活動をしております。
7月にカイキン中学校という弦楽団のメンバーを100名
ぐらい引き連れて東大和のハミングホールで東大和の
第一中学校の生徒と合同演奏会を開きました。その時
に私と東大和の会長が出席をして懇談しましたが、な
んとその子供さんの親御さんにＲＣのメンバーがおり
まして、是非うちの方にもおいで頂きたいということ
でご案内をいただきました。たまたま、千葉先生が11
月の初め頃までに演奏活動で訪問するということなので、
ちょうど良い機会なので伺って参りました。幼稚園は2
つ演奏しまして、トウセイＲＣと南山ＲＣ、2つのクラ
ブで演奏し訪問してきましたが、大歓迎をされました。
向こうの人たちの日本人に対するおもてなしぶり、こ
れには感激をいたしました。特にトウセイＲＣという
のは、もう古いですけどもＲＣがスポンサーをしまして、
創立2年目のクラブだそうです。この会長さんご夫妻が
夜、晩餐会を計画してくださいまして、創立してから
外国の訪問者は野澤さん夫妻が初めてですということで、
すごい感激しまして、乾杯もしてくれました。もう一
つの南山ＲＣは会長さんは台湾の方ですが、日本人ク
ラブです。全部日本語で例会をしておりました。そん
なクラブですので、このクラブでもまた夜間例会に切
り替えて演奏会と私のバナー交歓とすばらしい歓待を
受けました。是非これからも交流交歓という話がでま
したが、私は公的なもので来たのではないので、そう
いうことはお約束できませんとお話したんですけども、
また機会があったら是非伺ってみたいと思います。ま
たこちらに来られる際には、是非ご案内しますとしま
して、楽しい旅をして参りました。以上、ご報告です。
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■卓話者：
　ロータリー財団奨学生
　横堀応彦様　

■卓話

　11月はロータリー財団月間です。そこで、今日は財
団の奨学金事業の知識と理解を深めて頂くために、地
区のロータリー財団のご紹介により、東京藝術大学大
学院音楽研究科に在籍されておられます横堀応彦(よこ
ぼり まさひこ)様に卓話のお願いを致しました。
　横堀様は今年の8月まで、ドイツのライプツィヒ(Leipzig)
音楽演劇大学のドラマトゥルギー(Dramaturgie)科に、
国際ロータリー財団新地区補助金奨学生として留学さ
れておられました。ドラマトゥルギーとはドイツ語で
演劇論というような意味かと思いますが、お話の中で
ご説明があるかと思います。また、ライプツィヒはド
イツの東側にある音楽の街といわれる大きな都市と記
憶しています。
　そして、横堀様は東京藝術大学で在学中にアカンサ
ス音楽賞並びに日独交流賞を受賞されておられます。
このアカンサス音楽賞とは、東京藝術大学の音楽科で
優秀な成績で卒業された方を顕彰する賞であると理解
しております。
　横堀様は今日のために写真やスライドを態々ご用意
してくださいました。会員の皆様には楽しみにしてご
清聴いただき、ロータリー財団の奉仕活動にご理解を
戴きたいとお願い申し上げます。

ドイツ留学を終えて
東京上野ＲＣのご推薦により、ロータリー財団新地区
奨学生として2012年9月～2013年8月にかけてライプツ
ィヒ音楽演劇大学大学院ドラマトゥルギー科において
１年間の研究滞在を行いました。

■留学の目的
私が専門としているドラマトゥルギーとは、｢舞台芸術
作品がどのようにして作られているか｣に関して研究す
る学問のことです。ドラマトゥルギーという言葉の中
に｢ドラマ｣という言葉が含まれているように、古くは｢作
劇法｣という日本語に訳されることもありました。そし
てドイツ語圏の公共劇場には、そのドラマトゥルギー
を担当する役職であるドラマトゥルクと呼ばれる演劇
人たちが雇用されています。今回留学した目的は、ま
た日本ではそれほど知られていないドラマトゥルクと
いう職能について、実際にドイツでドラマトゥルクを
専門的に養成している高等教育機関で研修を受けるこ
とによって知見を深めることにありました。大学院で
開設されているゼミナールへの参加はもちろんのこと、
ドイツ国内で活動しているドラマトルクたちに対して
インタビュー調査を行いました。またヨーロッパ各地
で開催されている舞台芸術フェスティバルにも積極的
に足を伸ばし、その調査を行いました。留学にあたっ
ては、渡航費・現地での生活費をはじめとする費用が
必要になります。今回私がいただいたロータリー財団
新地区補助金奨学金は、応募者が希望する留学先へ留
学することができる給付型奨学金であり、私のような
実践的な研究に対しても応募対象となることから、応
募させて頂いた次第です。

■卓話者紹介：
　樺澤ロータリー財団
　委員長

(3)拝観・入場料：(旅程表記載の拝観・入場料)
(4)添乗員同行費用
(5)諸費用：(有料道路、駐車場、団体行動中の心付け
　 　　　　  等の旅行に必要な諸経費)
(6)当旅行計画作成にかかる企画料金
　 ※上記費用に係わる消費税・諸税相当額を含みます。
(7)渡航手続費用(サービス)　※査証代行手数料含む

●ご旅行代金に含まれないもの
(1)成田空港諸税 2540円、現地空港税 約12280円、
　 燃油サーチャージ 47000円(12月1日以降 現状)
(2)オーストラリアビザ ESTA(エスタ)
　 申請代行手数料 2100円
(3)お一人部屋追加料金 98000円
(4)ロータリー大会登録料
　 想定31500円(315ドル)　12月15日まで
(5)登録代行手数料 5250円
(6)6月1日(日)地区懇親会費用　想定10000円
(7)ビジネスクラス追加料金　現状480000円
※ホテル、車、食事は現状手配はしておりません。ご
　人数が確定し、手配をした際、手配が困難であった
　り料金が変わることがございます。

■ご参加検討中の方への情報
2014年国際大会の全ての行事と活動が、シドニー・オ
リンピックパークで行われます。この会場は、中心街
から西に約16kmの場所に位置し、バス、電車、フェリ
ーで移動することができます。(→バスで約30分くらい
です。)
シドニー国際大会の出席者のために、ニュー・サウス
ウェールズ州政府が無料交通パスを提供します。この
パスで、シドニー市内および周辺の交通機関を無料で
ご利用いただけます。

・無料の交通手段
大会参加者に配られるニュー・サウスウェールズ州政
府提供の無料パスは、5月29日(木)～6月5日(木)まで、
シドニー市内と近郊のフェリー、バス、電車にご利用
いただけます。
シドニー・オリンピックパークは、シドニー市中心部
から西に16キロの場所に位置し、この無料交通パスを
使って行くことができます。無料でご利用いただける
交通機関は、Bomaderry、Goulburn、Bathurst、Dungon
の各駅からイベント会場までの電車の全路線のほか、
シドニー市内と郊外を結ぶ定期バス、シドニー・フェ
リー、ライトレールとなっています。交通機関の詳し
い情報(バスと電車の時刻表、道路情報など)は、NSW 
TransportInfoのウェブサイトをご覧下さい。
6月1日(日)は、無料交通バスを利用することもご検討
ください。



東京東村山ロータリークラブ

■ライプツィヒでの留学生活
ドイツ連邦共和国は日本とほぼ同じ面積の国土を持ち、
人口は日本の約3分の2(約8000万人)ほどです。16の連
邦州からなり、私が留学していたライプツィヒは旧東
ドイツ地域に属するザクセン州に含まれます。首都ベ
ルリンの南に位置し、ベルリンからミュンヘンへと向
かう新幹線の最初の停車駅でもあります。ライプツィ
ヒの人口は約52万人。街の大学には日本語学科もあり、
日本からの輸入食品なども街中で購入することが出来
ました。ドイツでは大学生になると学生は親元から経
済的に自立し、学費も自分で払うことが慣例となって
います。とはいえ、ライプツィヒの場合学費は半年間
で110ユーロ(約14千円)。これに加え半年間89ユーロで
市内の公共交通機関が乗り放題になる市内定期を購入
することができ、家賃もルームシェアをすれば1ヶ月
200ユーロ(光熱費込み)ほどで生活することが出来ます。
ライプツィヒ大学の図書館は24時間年中無休で開いて
おり、大変恵まれた研究環境にありました。
そんなドイツには毎年海外からの留学生が増え続けて
おり、私の在籍していたライプツィヒ音大ではこの秋
学期からＥＵ以外からの留学生に対して通常の学費110
ユーロに加え、1800ユーロ(約23万円)の追加料金の支
払いが課されるとの知らせがありました。多くの留学
生やドイツ人学生たちのデモ運動により今のところ学
費は据え置きとなっていますが、ドイツ人(あるいはＥ
Ｕ出身の)学生とそれ以外の国々からの学生をどのよう
に差別化するかが問題となっています。

■ロータリー会合への参加
留学中には現地の受け入れロータリークラブであるラ
イプツィヒ・アルテ・ボーゼＲＣの例会には定期的に
参加し、日本文化に関する卓話を行いました。今年3月
にはライプツィヒで開催されたドイツ国内最大級のブ
ックメッセで日本の紙芝居をドイツ国内で紹介・販売
しているガブリエラ・ブラクロさん(ミュンヘン・バー
バリアＲＣ所属)のお手伝いも行いました。6月にバイ
ロイトで開催された1880地区の地区大会にも1泊2日で
参加し、そこで知り合ったライプツィヒの別のクラブ(ラ
イプツィヒ・ツェントルムＲＣ)においても日本文化に
関する卓話を行いました。受け入れクラブのロータリ
アンであり女優・演出家のシモーネ・ダナエロワさん
が私の現地カウンセラーを引き受けて下さり、留学生
へのサポート体制も非常に充実していました。このよ
うなサポート体制は他の研究奨学金では得られること
の出来ないものであり、ロータリー財団の奨学生であ
ることを大変有り難く感じました。

■留学の成果
以上の研究滞在の成果をもとに先日東京藝術大学に課
程博士学位論文｢創作プロセスとドラマトゥルギー～
1990年代以降のドイツ語圏および日本における事例を
中心に～｣を提出することが出来ました。このような貴
重な留学の機会を頂くことが出来ましたことを、改め
て御礼申し上げます。

発表者プロフィール
横堀応彦（よこぼりまさひこ）
1986年東京都杉並区生まれ。早稲田大学第一文学部卒。
東京藝術大学大学院音楽研究科音楽文化学専攻博士後
期課程3年在籍。在学中に大学院アカンサス音楽賞受賞。

■閉会点鐘：野村会長

■第5回(11月度)理事・役員会

2013年11月6日(水)
於　久米川ウイングホテル　18:30～19:30

【議　　題】
1.10月の収支明細報告について
　金子会計より、10月の収支報告がありました。
　→承認されました。

2.社会奉仕委員会　産業祭について
　(今年度活動内容・参加手続きについて)
　　戸澤委員長欠席の為、野村会長より、次年度以
　降の産業祭に参加するにあたり、取り組みの部門
　選定、参加運営の定期的会合出席、募金活動の禁止、
　正式な参加手続き等をしないといけない旨の報告
　がありました。
　　今年の産業祭活動内容は玉ねぎの販売とポリオ
　撲滅への寄付のためペットボトルキャップの回収
　の2本立てとし、募金活動は行わないことになりま
　した。
　　なお、産業祭参加はメークアップ扱いにならな
　いと決まりました。
　→今年度の活動内容は承認されました。
　→次年度以降は継続審議となりました。

3.クリスマス例会について
　　田中クラブ管理委員長より、12月12日に立川パ
　レスホテルにて行われる、家族親睦クリスマス移
　動例会について事業計画書の提出があり、計画に
　沿って実行していく旨の報告がありました。
　(参加人数50名前後予定)
　→承認されました。

4.東ヶ崎潔記念ダイアログハウスについて
　　野村会長より、吉田ガバナーからの東ヶ崎潔記
　念ダイアログハウスへの寄付への協力要請に応え
　る形で、当会としては募金箱による任意での寄付
　を募ることにし、寄付ＢＯＸを回す時期は、現在
　のバギオ基金とカンボジア井戸への寄付がひと段
　落する来年より行うとの報告がありました。
　→承認されました。

5.｢東村山市緑を守る市民協議会｣への会員派遣につ
　いて
　　石山幹事より、今まで五十嵐会員・町田会員と
　緑を守る市民協議会への委員派遣をしてきましたが、
　当会会員減少に伴い、今後、委員派遣はしない方
　向にし、協賛は従来どおり行い、石山幹事が、緑
　を守る市民協議会事務局の川島氏にその旨を丁重
　にお詫びお伝えすることにしました。
　→承認されました。

6.中学生税の作文協賛の件
　　中條青少年奉仕委員長欠席の為、野村会長より、
　今年度｢税の作文｣に協賛を行い会長賞の授与には
　野村会長が出向いていくとの報告がありました。
　→承認されました。
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7.名古屋守山ＲＣ創立50周年式典参加について
　　平成26年4月16日に開催される、名古屋守山ＲＣ
　創立50周年式典に、当初は親睦旅行の一環として
　参加する案がありましたが、日程調整が難しそう
　なので、10名ほどの有志による自費参加で、式典
　に出席することになりました。
　→承認されました。

8.インドＲＣより姉妹クラブ依頼の件
　　野村会長が以前名刺交換したインドＲＣ会員よ
　りメールがあり、メール内容を中丸会員が訳した
　ところ、姉妹クラブ締結へのお誘いでありましたが、
　言葉の壁、その他諸手続きにあたり大きな諸問題
　にぶつかるであるとの見地から今回はお断りする
　ことになりました。
　→承認されました。

9.次回理事会変更の件
　　12月4日(水)が多摩分区連絡協議会と重なってし
　まったため、次回の理事・役員会は12月5日(木)11
　時30分より八坂神社会議室で開催されることにな
　りました。
　→承認されました。

【確認事項】
1.2580地区2013－14年度地区大会、全員登録の件
　→全員登録で再確認しました。

2.ＲＩ会長代理歓迎晩さん会・新会員昼食会登録の件
　晩さん会8000円×2名　(野村会長・石山幹事)
　昼 食 会3000円×4名　(野村裕夫会員・荻野会員・
　　　　　　　　　　　　北久保会員・清水会員)
　→会議交際費より登録料を拠出することにしました。


