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聴いて２回とも元気と勇気とやる気をいただいたこと
が、３回目も同じように感じられ，良い講演が聴けて
良かったです。
安藤忠雄氏は 1941 年生まれですので，今年 80 歳で
す。講演の中で人生１００年と１００歳まで元気でい
られるためについて話されていましたが、大病をされ
て，内臓（十二指腸、胆管、膵臓等）5 つの臓器をが
んのために全摘されています。
内臓がなくても生きていけるとは信じがたきことを平
然と行われています。
家庭の経済的な事情で大学進学を諦め、独学で建築士
の資格を取得して、独創的な設計で日本建築学会賞を
取って、関西の経済人の大物にかわいがられ、設計事
務所として大成して、今では世界中での設計活動を行
っています。大学を出ていない、学歴がないのですが
建築業界での実績が認められ６年間東京大学教授をさ
れていた時期もありました。コンクリートの打ち放し
の建物デザインをメインとして設計をされていて、日
本が世界に誇れる偉大な建築家です。生き様、作品な
本日は、ゲスト卓話に，先程お客様のご紹介をさせて
どを通して、私のとても好きな建築家の一人です。今
いただきましたが
回の講演でも、８０歳になられていていますが、１０
株式会社ＡＭＡＲＡ 代表取締役 上田様よりモンゴ
０歳まであと２０年頑張っていかれるのだなと思って
ル孤児院に対してのボランティア活動の現状について
講演を聞きました。講演のあとに安藤忠夫氏の書籍販
の卓話をいただきます。モンゴルというと中国の北、
売があり、書籍に安藤忠夫氏に目の前で直筆の
ロシアの南の位置にあり、相撲の力士が多数活躍され
ている国として皆さんもご存じのことだと思いますが， 「Egami」とサインをいただきました。私の大切な宝
物になりました。
モンゴルの国内情勢などからの孤児院へのボランティ
書籍のテーマは「仕事をつくる」最初の章で「好きな
ア活動のお話が聞けるのだと思います。上田様卓話よ
ことをやってお金をもらえるのだからいいですね」と
ろしくお願いします。
言われる。設計事務所は私も創るのは好きで飽きるこ
第 2790 地区の地区大会が 10 月 31 日（日）隣のアパ
とはないのですが、安藤忠雄氏も「現実」は
ホテルで開催されました。
「一に調整、ニにも三にも調整と地味で過酷な仕事で
本来であれば、2 日間の日程で行われますが、半日で
ある」施主の夢を実現させる設計の仕事は
参加者は各クラブの会⾧、幹事だけと
夢を叶えるには予算が合わないとできないので、その
コロナ対策のソーシャルディスタンスで椅子が間隔を
ギャップを埋めるのが，とてもとても大変と
あけて配置され、コロナ渦でのイベントは
書かれています。これほど偉大な設計者でも、予算に
主催者側は大変なことだと感じいりました。会員の皆
合わせられるかが，現実は厳しいのですが、やはり好
様はオンラインで参加されたと思いますが
きなことを職業に出来ているのは幸せなことだと感じ
第 2790 地区の梶原ガバナーが中心となって、ＲＩ会
⾧メッセージから始まり、
来賓として熊谷千葉県知事、 ています。
ロータリーのテーマとなっています奉仕の一つ「職業
神谷千葉市⾧にご挨拶をいただきました。
奉仕」について
中川ＲＩ会⾧代理からのご挨拶と講評をいただき、エ
11 月 13 日（土）13 時から 情報研究会が開催され
レクト、ノミニー、ノミニーデジネートの皆様の
ます。
今後の抱負などの挨拶がありました。ＲＩ会⾧の今年
皆様にも、ＺＯＯＭオンラインでの参加案内が来てい
度テーマ「奉仕しよう，みんなの人生を豊かにするた
ると思いますが、なぜか
めに」ロータリーは奉仕することが基本です。いかに
「職業奉仕」
奉仕活動を行なえるか、
奉仕活動を計画的に実施して、 私がパネリストとして指名を受けました。
について考える良い機会をいただいたと思っています。
関われる人たちの人生を豊かに出来るか、抽象的では
皆様もまずは自分の職業を通して奉仕について頭の整
なく，具体的に行動が出来るかによると思います。
理をする良い機会としていただきたいと思います。今
記念講演として，建築家の「安藤忠雄氏」の講演があ
週は，地区大会の開催報告と職業奉仕について考える
りました。
機会を得たことについてのご報告とご連絡をいたしま
私は設計事務所を営んでいますので、今までに「安藤
した。以上、会⾧挨拶とさせていただきます。
忠雄氏」の講演を聞く機会が２回ありました。講演を
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米山記念奨学委員会 加藤委員⾧

今月のお祝い（誕生日）

高柳ＰＰ
武田ＰＰ
お誕生日おめでとうございます!

今月のお祝い（結婚記念日）

1.
2.
3.
4.

8 月の行われた、セミナー報告です。
現在２７９０地区では２８名の米山奨学生がいます。
例年クラブ米山委員⾧セミナーでは米山記念奨学会の
理解を深め寄付を奨励することを主な目的とし、意見
の交換をしていますが、今年はコロナの影響で WEB
会議となり以下のような３人の方の基調講演が中心と
なりました。
第 1 部 クラブの活力
基調講演 「米山奨学事業から始まるクラブの活性化」
2020-22 年度よねやま親善大使 李 昱昊
（リ イッコウ）
奨学期間中の所属大学 慶應義塾大学大学院
世話クラブ 2750 地区東京銀座 RC
現在 中国の弁護士と日本の行政書士の資格を持ち、
都内の法律事務所で外国人弁護士として国際業務を
担当、感恩の輪・奉仕の輪・平和の輪
第 2 部 危機管理
基調公園 「米山奨学生の危機管理」
2016-19 年度ロータリー米山記念奨学委員会」
委員⾧ 冨 一美
３年間の米山奨学会委員⾧の経験から米山奨学事業に
おいて、
「危機」
・
「危険」とは何か
それらにどう対処すればよいのかということで
■ 不可抗力の災害（天災、感染症の拡大）
■ 事故（交通事故や食中毒など）
■ ハラスメント（セクハラ、パワハラなど）

基調講演 「大学におけるハラスメント防止」
千葉商科大学 カウンセラー 大島 真紀
臨床心理士として医療機関、自治体などの勤務を経て
２０１５年より千葉商科大学にカウンセラーとして
鳴海ＰＰ
池田ＰＰ
勤務
いつまでも、お幸せに!
今回の内容として
1. ハラスメントの基礎知識
幹事報告 坂下幹事
2. ハラスメントをめぐる最近の傾向
3. 留学生とハラスメント
10/24 千葉神社ポリオディー、10/31 地区大会
4. 日本文化とハラスメント
共に無事終了いたします。
5. 奨学生とハラスメント
ありがとうございました。
6. 奨学生の夢をサポートするために
11/13 ロータリー情報研修会は入会歴浅い
以上の講演でした。
会員には是非参加いただけるようお願い致します。
11/21 3 委員会合同セミナー開催されます。
いずれにしても WEB なので活発な意見交換ができな
12/1 チャリチィーゴルフ参加は締め切りました。 かったのが残念でした

地区 RYLA 委員会

鳴海委員⾧

2/5（土）セミナーが開催されます。
是非、委員⾧輩出クラブとしてご協力をお願いします

会社を立ち上げて２年になります。
創業時の思いは、私が離婚してから就職活動中に外国
人と理由で内定取り消しされた悲しい思いがあったか
らです。日本が好きで夢を持って来日してきてる外国
人の役に立ちたい、私みたいな悲しい思いして日本が
嫌いにならないように、日本人と外国人の距離をちじ
めたいと思い創業しました。会社立ち上げて２年で紹
介した人材数は５０名に達しました。
これは社⾧の私が外国人で外国人同士の横の繋がりが
あるから人材探しには苦労してないです。これからも
沢山の方の役に立ち地域と社会に貢献できるように全
力尽くしたいと思っております。宜しくお願い致しま
す。モンゴル国は日本で相撲などで知られてる大の相
撲好きの国です。息子さんが相撲やってる親は、周り
からあこがれるほど人気です。
モンゴルはアジアの中心にあります。
首都:ウランバートル
言語:モンゴル語、カザフ語
民族:モンゴル９５％、およびカザフ人等
宗教:チベット仏教等
面積:１５６万 4,100 ㎢（日本の役 4 倍広い）
人口:323,8 万人（日本の役４倍少ない）
＜マンホールチルドレン＞
この広い国の人口の２８％が貧困です。
1998 年ピークに首都ウランバートルに貧しい家庭、
アルコール依存症の親を持つ子供立ちが家を出てマン
ホールに住みはじめてから広がって社会問題になり、
日本のテレビでもとりあげれるほどでした。なぜマン
ホールに住むかと言うとモンゴル冬マイナス 40 度に
なります。マンホールに住むと暖がとれるからです。
マンホールの中にはお湯を供給するパイプが通ってお
り、凍って死んでしまわないため、生きていくために
マンホールで暮らすしかないんです。
以前日本のドキュメンタリー番組でも取り上げられ、
話題になりましたので、マンホールチルドレンをご存
知の方もいるかもしれません。

ゲスト卓話
株式会社 AMARA 代表取締役上田れいこ様

モンゴル国籍、39 歳、いて座、B 型、モンゴル国立大
学卒業
二児の母、株式会社 AMARA の代表取締役、千葉県千
葉市住まい
19 年前に福岡県北九州市の YMCA 日本語学校に入学
が決まりました事が日本に来る
きっかけになりまして、その後来日して日本人と結婚
し永住者になりました。
５年前に離婚して千葉県に移住してきました。
株式会社 AMARA は外国人を企業に紹介し、その後の
サポート行なっております。

モンゴル出身のお相撲さんや芸能人の方々が施設に出
資してくれたり、国の支援により、この10年でマン
ホールに住む子供達はいなくなりましたが、まだまだ
支援を必要とする施設はたくさんあります。故郷にま
＜幼い乳児達に笑顔届けるプロジェクト＞
首都ウランバートルのマンホールチルドレンなくなっ
ても、またまた田舎のほうに困ってる子供達が沢山居
ます。私は年に１回ボランティア活動をしています。
恵まれない子２，３人選んで１年分の勉強道具、１年
分の学費を支援するボランティア活動を行って 20 年
になります。今年は生まれた田舎の障害を持ってる
1 歳から２歳の乳児達がいるこちらの施設が困ってる
事を知りました。そこで私一人の力では足りないと判
断して支援プロジェクトを作成してクラウドファンデ
ィングする事を決めました。

＜施設を選んだ理由＞
施設選んだ理由は、私の同級生のアリユンエルデネさ
んがブルガン県庁に選ばれて、県内で助けが必要とし
ているところの説明会を日本から弊社、モンゴルから
ブルガン市の役員と県庁とオンラインで開きました。
これがその時の写真になります。後ろで画面で写って
るのは今回私が作成したクラウドファンディングに手
伝いしてくれた方々と私が移っています。
この時県から取り上げられた孤児の施設と子供食堂と
障害持ってる乳児の施設３件の中から障害持ってる乳
児達の施設がもっとも支援が必要と判断して選びまし
た。

はじめてのクラウドファンディングでしたが、また来
年も会社としても個人としても支援活動をしたいと思
っております。
集まった支援金で
おもちゃ９種類、126 個
布団カバーセット２種類。60 セット

メッセージ

孤児、障害持ってる、食べ物がなくお腹を空かせてる
支援がいきわたらない田舎の子供達がいます。
一人ひとりの力が多くの子供達を救えます。
モンゴルの田舎に暮らす子供達に豊かな
くらしと安全な場所とお腹いっぱいご飯食べれる
ように!

＜ブルガン市の施設について＞
ブルガン市の人口 61,344 人、うち 16,512 人が貧困
世帯。ブルガン市が運営するこちらの施設は１～２歳
障害持ってる、もしくは障碍者の親を持つ貧困家族の
乳児４０名がいます。
こちらの施設に入りたいんだけど、ベット数が足りな
いと理由で２０名が待機しており入園が出来ない状況
です。あと国から２０２０年から２０２４年県が保育
園の施設を改装をする企画あります。改装後は６０人
の子供の受け入れが可能になります。
その施設に、必要な備品を寄付できるようにプロジェ
クトを立ち上げました
プロジェクトの目標
施設にもっとも必要としてる備品のリストを施設のス
タッフさんに作ってもらい、そのなかで必要順位を作
り支援することを目標にしました。
必要備品リストの一部を紹介すると
べっと ６０台
布団カバー６０セット
かけ布団６０枚
式布団６０枚
椅子６０個
子供障害者車椅子
子供用補助機
などなど１００までのリストがあります。
クラウドファンディングの結果
目標
150 万円
支援総額 354,500 円
支援者数 31 名
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例会場：ホテルニューオータニ幕張
点

ニコニコ BOX
武田会員
お誕生祝いありがとうございます。
先日ドクターX に当院が一瞬映りました。
池田会員
上田様、貴重なお話ありがとうございました。
髙柳会員
上田代表卓話ありがとうございました。誕生祝い
ありがとうございました。
松澤会員
上田れいこ様本日の卓話ありがとうございまし
た。
田中会員
久々のホテル例会です。
江上会⾧
上田れいこ様・中村優様、ゲスト卓話ありがとう
ございました。
坂下幹事
上田様・中村様、本日はありがとうございまし
た。
合計 34,000 円
累計 205,000 円
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