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開会宣言・点鐘

古川 秀夫 会長

歌

「それでこそロータリー」

四つのテスト唱和

並木 孝治 幹事

立

1959 年 9 月 15 日

ＲＩ承認

1959 年 10 月 17 日

例会日
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お食事
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会長挨拶

古川 秀夫 会長

幹事報告

並木 孝治 幹事
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小松孝 様

WEB

お客様紹介

12:30～13:30

http://www.togane-rc.jp/

事務所

〒283-0068

千葉県東金市東岩崎 1-5
東金商工会議所内
TEL

0475-52-1101(代)

FAX

050-3730-2559

（東金税務署 署長）

E-mail info@togane-rc.jp

Page

1

ニコニコＢＯＸ発表

親睦委員会

出席報告

管理運営委員会

閉会宣言・点鐘

古川 秀夫 会長

第 2827 回

例会の記録 <8 月 7 日＞
夏の大会でマウンドに立つことはなかった

会長挨拶

という事です。バッターとしても背も大きく

注目されたバッターだったらしいのですが、
3 塁への犠打一本で、ヒットは出せませんで
した。最終回もヒットが出ればと言う場面は

ありましたが、ノーヒットで終わり、この夏
が終わった、という事です。練習試合での一
つのデッドボールが、本人にとっても、チー

ムにとっても、大きなダメージになりました。
これが大きな敗因になったのかなと思いま
古川

秀夫

す。

会長

これは私たちの仕事や人生においても同

今日は久しぶりに酷暑から涼しい夏の一

様で、ちょっとしたきっかけが大きなチャン

日になりました。これも台風１３号の影響の

スを掴んだり、また大きなチャンスの芽を摘

ようですが、何はともあれ今日はしのぎやす

んでしまうこともある。たった一試合を見て

くなりました。

いても、いろいろ感じさせられる場面がござ

夏の甲子園もいよいよ始まりました。今回

いました。

は第 100 回という事で千葉県から二校、出場
することになりまして、中央学院が出ました

幹事報告

が、5 対 4 で惜敗しました。私は試合を見て
いて、「野球は、ちょっと攻めあぐねたり、
ちょっとしたミスが勝敗を分けることにな

るんだな」と思いました。3 回ノーアウト 1，
2 塁で高校野球ではバントが定石なのでし

ょうが、強硬策で打って出た。しかしダブル
プレイを食って結局その後得点できず「いや

な感じだな」と思っていたら、次の回の表で
3 点取られました。それが結局は大きな分か

れ目となり、その後 1 点は返したものの及ば

ずに惜敗しました。

並木 孝治 幹事

中央学院の練習中にデッドボールを受けて、

・本年度会長エレクトに中村隆則会員が、

新聞を読んでみますと、大谷という投手が

それが原因で試合を休んでいたそうです。で
すから、エースではなく控えの投手が地区大

次年度幹事に小林清益会員が就任する

・新入会員として徳倉さんが承認された。

会も優勝するまで一人で投げて、大谷選手は
Page
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事業所はテクノグリーン内

スピーチ

・9 月 11 日（火）創立記念例会
新千葉カントリークラブ

あさぎりレストハウスにて

アトラクションは津軽三味線・太鼓の演奏

・10 月 18 日（木）ガバナー公式訪問例会
東金ビューＲＣと合同

例会・協議会は商工会館にて
懇親会は志津本にて

誕生祝い
アニス・コイルン・ニサ さん

皆さんこんにちは。本日卓話をするため皆

さんの貴重なお時間を下さりありがとうご

ざいます。私がここまで学業に専念してこら

れたのは、皆様のご支援のおかげです。心よ
り感謝申し上げます。特にカウンセラーの小
林先生ご親切にはお礼の申しようがありま

せん。私が属している東金クラブの皆様は優
しくていつも私のこと大切にしてくれて，家
族のような感じがします。

並木孝治 会員（左）おめでとうございます

米山奨学金授与

カウンセラー・奨学生の研修会

先日 7 月 21 日船橋グランドホテルでカウ

ンセラーと奨学生の研修会が開催され、小林
先生と参加させていただきました。今回の研

修会はカウンセラー研修（松の間）と奨学生
研修（竹の間）という２つセッションに分か

れました。カウンセラー研修の目的は主にカ
ウンセラー同士の意見交換・情報交換・カウ
ンセラーの心得や役割に基づいた事例研究

で、私のような奨学生研修の場合、主に卓話
のガイダンスおさらい・各卓話の自己採点及

古川秀夫 会長（左） アニス・コイルン・ニサさん（右）
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び学友会とのアドバイス等・意見交換です。
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赤道直下のインドネシアは熱帯性に属し

私はジャワ島出身で島では敬語もよく使

用しますが、ジャワ語、特に敬語を話すのも

て、乾季と雨季に分かれています。おおむね

だん気持ちが重たくなってくるというとこ

ります。乾季は湿度があまり高くならず過ご

５月～10 月が乾季で、11 月～4 月雨季とな

あまり得意ではなくて、喋れば喋るほどだん
ろがあります。日本語でもそれは同じです。

しやすいです。雨季でも日本の梅雨のように

毎月の例会で 20 分で卓話をしなければなら

ずっと降り続くことはなく、突然降り出し、

表現でお話しすればよいかをよく悩んでお

によって暑さが異なりますがほとんど気温

さっと止むスコールです。乾季になると地域

い私はどのような卓話するのか、どのような

は 21～33 度です。しかし、最近は乾季、雨

ります。しかし、富委員長、卓話の担当の佐

藤寛子委員から優しく丁寧なご指導をいた

だいたおかげで、楽しい研修を受けました。
さらに学友会の先輩たちから笑顔で何が

困ったことがあれば「いつでも相談してね」

季のシーズンに少しずつ変動が出ており、乾
季でも雨の日が続くことや、雨季でも雨のな
い日が続くとニュースではよく放送されま

した。乾季になると湿度が低くなるため、過

と言われて、感動と感謝の気持ちいっぱいで

ごしやすい時期となりますが、ただでさえイ

２つのプレゼントもいたき、奨学生同士、他

す。島国だけあって、雨季になると湿度が

した。そして最後、ビンゴゲームを参加して、

ンドネシアの湿度は高く、60％前後が平均で
90％まで上昇することもあり、気温以上に蒸

のカウンセラー方々との楽しい時間を過ご

し暑くと感じます。

しました。このように、カウンセラーや米山

ところで最近朝日新聞、ヤフーなどのマス

ロータリーの委員会また、学友会の先輩達か
ら奨学生に圧力をかけることなく、スムーズ

メディアによって熱中症のことで、死者が多

意と友情を深める」になっていると気づきま

熱中症の事で、亡くなるというニュースをあ

いとよく書かれています。インドネシアでは

に国際平和をでき、4 つのテストにある「好

まり見たことがありませんので、日本で熱中

した。

症のことで亡くなる人が多いという現象に
ついて私はとてもびっくりしました。

インドネシア・日本の夏さ

しかし、日本の熱中症関連情報、熱中症予

みなさまのインドネシアの気候はどんな

防及び政策がとても素晴らしいと思います。

イメージですか？「日本の夏より暑さが厳し

具体的には、真夏日や熱帯夜となる日数が増

い」「夏の期間がより長いので住みにくい」

え、気象庁は、
「高温に関する異常天候早期

「日本の夏は平気」と考える方が多いと思い

警戒情報」などで注意を呼びかけ、環境省や

ます。私は今まで日本人に「自分の国はもっ

と暑いので日本の夏になると大丈夫ですね」
とよく話しかけられました。

厚生労働省などの関係省庁は連絡会議をつ

くり、熱中症への警戒を促しています。保健

所・保健センターはもとより、介護サービス
事業者、老人クラブ、民生委員などを通じて
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広く呼びかけることにより、熱中症予防の普

した。本研究でなぜジャワ島におけるジョグ

つまり、困っている、熱中症にかかっている

ンドネシアの中で高齢化率が最も高いから

及啓発・注意喚起の取組を推進しています。

ジャカルタ特別州を例にとるかというと、イ
です。

方がいらっしゃったら早めに助けられると

2017 年のセンサスによると高齢化が最も

感じています。

さらにもうひとつの日本の夏の特徴とし

高いジョグジャカルタ特別州は 13.90% 中

さん開催されています。インドネシアの花火

ドネシアにおける高齢者福祉に関わる法律

部ジャワ 12.46％ 東ジャワ 12.16％です。ン

て「花火大会」という祭りが、どこでもたく

では、実際には高齢者問題を支えるためには

大会は主にお正月で、暑い時期、日本のよう

政府のエレメントのみならず、個人、家族、

な立派な花火大会がありません。

住民組織もその担い手として責任をもつと

私は今まで何回かを日本の花火大会、他の

規定されていることが指摘されています。ま

夏祭りを見に行きました。一番印象に残って

た、地域社会から高齢者の開発ニーズを県・

いるのはどんなに蒸し暑くても、来場者が多
いし周辺道路も混んでいることです。親子の

みならず、青少年がとても熱狂していました。
また、警察、駅員などのサポートが盛んであ

市が担い、個々県・市の開発ニーズを州内で
調整する役割を主に州が担うということに

なっており、住民参加において県・市の果た
すべき役割は大きいです。しかし、現在まで

ると思います。英語の説明のガイドブックを

インドネシアで一つの高齢化課題は地方で

用意し、英語でボランティア活動をしている

の高齢者数がより多いという特徴であり、加

人もいます。日本語を知らない外国人でも安

えて、現在までには地域格差がまだ大きいで

心で楽しむことができて、日本人の伝統的な

す。そのため、包括的高齢者ケアへの対策を

文化・行事を保護することと、海外来場客の

視野に入れておく必要があります。

おもてなしは素晴らしいと思います

本研究はジョグジャカルタ特別州におけ

る高齢者ケアサービスの事情および課題に

現在の私

ついて論じています。そして、これまでの日

ちょうど一昨日春学期末試験が終わり、夏

本の高齢者に対する地域包括ケアシステム

休みの間に修士論文を作成しながら就職活

の在り方について参考にして、インドネシア

動やセミナールなども集中したいと思いま

す。それでは私の研究していることについて、
簡単に紹介したいと思います。

とその対策を考察していきたいです。現在、
第三章のインドネシアにおける高齢者福祉

私の研究はインドネシア・ジョグジャカル

に関わる法律 およびインドネシア・ジョグ

タ特別州における高齢者ケアについて「日本

ジャカルタ特別州における高齢者ケアサー

における高齢者に対する地域包括ケアシス

ビス課題点を分析している途中です。

テムの在り方を参考に」とテーマが決まりま
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の地方における高齢者サービスに伴う問題

以上でご清聴ありがとうございました。
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第 2828 回例会兼やっさフェスティバル清掃奉仕の記録
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<8 月１８日＞
清掃奉仕
東金市で開催されるやっさフェスティバ

ルの終了後、当クラブの社会奉仕の一環とし
て、会場の清掃奉仕をしました。

奉仕には留学生も参加
アニス・コイルン・ニサさん（左、東金ＲＣ米山奨学生）
浴衣は、カウンセラーの小林信雄会員の奥様に着せていただ
いたそうです

慰労会

宇野英雄 社会奉仕委員長
ロータリーのポロシャツは
この日、4 枚目のユニフォームだそうです

鮨正にて、おいしいお料理と冷たい飲み物で
親睦を深めました

連日の暑さが嘘のような涼しい夜でした。
宮原信道 会員（左） 秋葉芳秀 会員（右）

8月7日
会員数 17 名
コイン BOX
ニコニコ BOX
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出席率
2,502 円

87.50％

