
第 1115回例会 ８月２１日（金）会員ショート卓話        百合丘カントリー倶楽部 

第 1116回例会 ８月２８日（金）納涼家族会           ホテルモリノ 

第 1117回例会 ９月  ４日（金）理事・役員会③、委員長会議報告  ホテルモリノ 

 

 

 

【点 鐘】              鈴木 豊成 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【ソング】              鈴木 憲治 SAA委員 

国歌『君が代』 

ロータリーソング『奉仕の理想』 

【会員誕生日】【奥様誕生日】   鈴木 眞一 親睦委員長 

  【会員】鈴木 眞一会員(8月1日) 

           梶 俊夫会員(8月6日) 

           宇津木 茂夫会員(8月15日) 

【奥様】鈴木 礼子様（鈴木 憲治夫人）8月3日生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ゲスト・ビジター紹介】           鈴木 豊成 会長 

◆米山奨学生  

孫 世薫 君 

     ※写真右 

          奨学金授受  

◆元米山奨学生  

トリスタン 君 

 

 

 

 

 

 

【第 2回理事・役員会報告】          鈴木 豊成 会長 

１．前年度会計報告 前年度梅澤会長より報告 〈承認〉 

２．納涼会の件 8/28  

例会 17:30点鐘 8F椿の間 18:00～納涼会 7F宴会場 

会員:3000円 家族・知人:1000円 (承認) 

３．市民救命士講習会の件 

9/11出席者の名簿はFAX済み。 

例会終了後消防署に移動し、約3時間の講習 (承認) 

4. マリリンの経費報告 

  修学旅行等による赤字は特別会計(ニコニコ基金)より負担。

SIMカードの清算が未払い。(承認) 

5. 防犯ブザーの件 

  麻生警察生活安全課より依頼、購入割り当て代金はクラブ

基金より支払う。数量の増加を進言する。(承認) 

【会長報告】             鈴木 豊成 会長 

１． ガバナー事務所より、地区大会記念「ポリオ撲滅チャリティ 

ーゴルフ大会」の案内 

  10月5日(月)8:00スタート 保土ヶ谷CC 参加費10000円 

２．訃報。 

 ○横浜東RC 故岩宮浩会員(6月8日ご逝去)のお別れ会 

  9月8日(火)13:00～14:30横浜ベイシェラトンH5F「日輪」 

 ○川崎西RC今年度会長 飯島氏の母上 

  通夜 8月8日(土)18:00～告別式 8月9日(日)10:00～ 

川崎北部斎苑にて 

３．芸術の街研究会より、 

秋コンサートのポスター、チラシが届く。   

４． 麻生養護学校講演会より、平成27年総会の報告と後援会

入会のお願い(一口1000円)が届く。 

 

 

    

 

 

 

 

第 1114回 例会記録 平成 27 年 8月 7日（金） S.A.A 委員長 森 啓伊 

回 例会記録 平成 20年 5月 30日(金) S.A.A委員長 森 茂則 

［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-966-1300 

［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 

［例会日］第 5・ 金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 0R 移動例会 

 

 
誕生日の挨拶をする宇津木茂夫会員 

 



【幹事報告】             鈴木 昭弘 幹事 

◆例会変更 

 ◎川崎高津南ＲＣ 

  ■8月9日(日)移動例会 橘ふるさと祭りに参加 

  ■8月17日(月)休会 

  ■8月22日(土)移動例会 多摩川花火大会 

 

【出席委員会】           宇津木 茂夫 委員 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1114回 26 19 7  73.1％ 

1113回 26 19 7 2 80.7％ 

1112回 26 22 4 2 92.3％ 
 
 

【ニコニコ委員会】     青戸 慶太 社会奉仕委員長 

 第 1114回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    18件 ￥18,000 

●当クラブ 

◇鈴木豊成会長【熱中症注意しましょう】                  

◇鈴木昭弘幹事【熱い!】 

◇梶 俊夫会員【昨日誕生日でした!!】 

◇志村幸男会員【お熱うございます。今日から9日まで鶴岡八

幡宮「ぼんぼりまつり」作品出展しています】 

◇鈴木憲治会員【お熱うございます。家内の誕生日にお花を 

いただきありがとうございます】 

◇長瀬敏之会員【あついですね!! 】 

◇雪井洋子会員【久しぶりです。病院と重なっていたので 

すみません】 

◇山下俊也会員 ◇青戸慶太会員 ◇臼井勉会員  

◇宇津木茂夫会員 ◇森茂則会員 ◇鈴木眞一会員  

◇親松明会員 ◇梅澤馨会員 ◇佐々木範行会員 

◇君塚毅会員 ◇蓬田忠会員 

以上、ご協力ありがとうございました。 
   

【ロータリー財団】    鈴木 憲治 国際奉仕委員長 

 1114回（件数） 合  計 

Ｒ.財団. ３件 ¥37,200 

◇梅澤馨会員【暑さに負けないように】 

◇鈴木昭弘会員【ようやく一ヶ月過ぎました】 

◇鈴木憲治会員 
   

【米山記念奨学】       鈴木 憲治 国際奉仕委員長 

 1114回（件数） 合計 

米山記念奨学 ３件 ¥40,000 

 

◇鈴木憲治会員【8月30日に米山奨学生のバスハイクに参

加してきます】 

◇梅澤 馨会員【毎日暑い日が続きますね】 

◇鈴木昭弘会員 

 

【プログラム委員会】        長瀬 敏之 委員長 

8月14日 休会(お盆休み) 

8月21日 会員ショート卓話 

8月28日 納涼会(ホテルモリノ) 

 

【親睦活動委員会】           鈴木 眞一 委員長 

  7月31日(金)移動例会(横濱楼)の収支報告 

 収支の不足分は親睦委員会予算より供出。 

 

【会計報告】        前年度会長 梅澤 馨 会員 

〇2014-2015年度 決算報告 

〇来日学生(マリリン)経費 収支報告 

 

◆元米山奨学生 近況報告  

トリスタン・ルイス・バニアーズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様久しぶりです、 

今日は別に面白い報告があるわけではありませんが、とり

あえずこの３～４年間ずっと会えなかったので、その間私は

何をしていたかちょっと話して行きたいと思います。 

ここの近くにある昭和音楽大学大学院を修了してからＧ

社という企業に入社しました。ゲームの作曲とサウンドデザ

インができるから最初はとてもうれしかったです。が、後ほど

その会社はいわゆるブラック企業だということに気づいて転

職の準備をし始めました。当時のボスにもっとたくさんのプ

ロジェクトを一気に背負って、より長時間働かないとこの業

界で成功するのは正直無理だと言われました。 

幸いなことに、その後無事にＮ社という会社に入社できて、

しかも給料がアップし私が作曲のリードにもなれたし、Ｇ社

のボスが私に教えてきたことはただの嘘だと分かりました。

過労で入院せざるを得なかったＧ社の友人が、転職の機会

を潰されたりとか、当時何とくだらないなと思いました。脱出

 



できて良かったです。 

Ｎ社では、社長さんと結構議論したり摩擦が起きたりして

いましたが、でもたくさん勉強ができて本当に感謝していま

す。そちらの社長さん、Ｍさんが私に作曲の技術、特にポッ

プ音楽の作曲の技術をより深く私に教えてくれまして、その

おかげで昔以上の作曲家になれたのです。 

で、ちょっと話をずらすと、８月２１日に私が日本から離れ

ることになりましたが、そのきっかけについて少し話したいと

思います。 

実は、何年か前に AKB48 の当時２０歳だった女性が、彼

氏を作ったと理由で、髪の毛を全部剃って謝罪している動

画をアップさせられました。つまり、彼氏を作ってしまうと、彼

女のファンが彼女に対して持っているファンタシーが崩れて

しまうという理由で、そのファンの信頼を取り戻さないと行け

なかったらしいです。実際に、メンバーが契約を交わす時に

そのような条件が書いてあるらしいですね。たった１３歳の

子供もその中にいるらしいです。まだ何も分からない子供に

向かって、恋のような人生においてあれほど大事なことを奪

おうとする契約をサインさせるのは、つまり彼女たちの人権

の一つを奪おうとすることは、犯罪に等しいと言っても過言

ではないでしょう。それなのに、「ま、彼女は契約したからし

ょうがないでしょう」などの理屈をもとにした言い訳を次々と

耳にして、凄くいやな気持ちになりました。それで、よしっ！

このような男女差別を許している日本から出ようと思いまし

た。（本当は日本のことが大好きなので皆さんご心配なさら

ないでください。ま、とりあえずとても複雑な気持ちでした

ね）。 

しかし、その時から日本だけではなく自分の国合衆国の

人権問題など、他の国の人権問題を見るようになりました。 

例えば、アメリカの黒人に対する根の深い差別問題など

ですね。それと同時に、日本のいいところも他の国のいいと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ころも意識して見るようになりました。 

で、最近思ってきたのは、多分なんですが、この世界の 

それぞれの国が自分から進んで外国において社会的によく

できているところを見て、その知識を用いて自分の国の欠け

ているところをどう改善して行けば良いのかを考えるべきな

のではないかと。それで私は将来日本と米国の間での、何

の関わりを持った何の活動をして行こうかはまだ分かりませ

んが、是非そういった意思でやって行きたいと思います。要

するに、そのいやな思いをすることによって、他人の困って

いる時に、その人あるいはその人たちの助けをするために

何かの行動に移るというような意識にさせてくれたので、結

局とても良かったです。 

さて、今日は色々だらだら言いましたが、とりあえず私が

長い間日本にいて学び取った凄く大事だと思っていること

を伝えようと思いました。もしかすると、どなたかにとって気

分を悪くさせるような話をしてしまったかもしれないが、是非

そういう風に感じ取ってほしくありません。日本の皆様は、私

にとって一生の友ですからね。それでは、皆様是非また会

いましょう！ 

 

 

 

 

 

 

【四つのテスト】            蓬田 忠 会員 

【点  鐘】             鈴木 豊成 会長 

【会報委員会】              文責：山下 俊也 

 

 
左・現米山奨学生 孫君、右・元米山奨学生 トリスタン君

 

トリスタン君が奨学生だった頃の会員と記念撮影

 

 


