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1. 例会の食事ですが、サンピアから、11月より元のレス

●ロータリーソング
飯島ﾛ-ﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ
「我等の生業」
○本日のメニュー

トラン業者が営業を再開しましたので、元のレストラ
ン業者をご使用くださいと相談を受けましたが、F＆K
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安東会長指針

さんに7月より一生懸命やっていただき、短期間での終
了では申し訳ないとして、安東年度の間は、F＆Kさん
にお願いすることが先般の理事会で決議され、サンピ
アン、F＆Kさんに連絡承諾いただきました。
2. 10月26日の例会は、
「夜間例会」で、18時からの開催と
なりますので、よろしくお願いいたします。
3. 先般の例会よりご協力いただいております、ロータリ
ー財団への寄付金、引き続き協力要請を例会受付にて
行っております。何卒ご理解ご協力の程よろしくお願
いいたします。財団活動の国際平和活動について、地
区委員であります、牧島会員に本日解説いただきます。

『 いまできること 』

４. 12月7日のクラブ総会に向け、本日の例会で会長ノミ
ニーの自薦、他薦を受け付けます。自薦、他薦のない
場合は、本クラブ細則に則り、石川パスト会長を議長
とした、過去３年度の会長・幹事を委員とした指名委
員会を発足いたします。

幹事報告

栁町幹事

◎ 例会変更のお知らせ
ありません。
◎ 週報を送ってくださったRC
川崎とどろきRC
◎ 本日の配布物
会報 10/12分
2019-2020年度 決算報告

委員会報告
地区

牧島ロータリー平和センター委員

ロータリー平和センタープログラムは、そうそうたるキ
ャリアを持った「平和フェロー」と呼ばれる人たちが、
平和と紛争解決を中心とする国際問題をICUを含む世界
7つの大学で研究をサポートするプログラムです。この
ような有意義なプログラムですのでロータリー財団へ
の寄付金のご協力をよろしくお願いいたします。
2019-2020年度

渡辺会計委員長

2019-2020年度の会計報告は決算報告書のとおりで
す。
スマイルレポート
伊藤副会長
安東会員……本日は、成田様、水上様、百瀬様ようこそ
いらっしゃいました。荒井さん、深澤さん
弁論の程、よろしくお願い致します。
栁町会員……市立川崎高等学校定時制及び県立向の岡
工業高等学校定時制の皆様、本日の卓話宜
しくお願い致します。
松本会員……川崎市立高等学校の弁論発表楽しみにし
ております。

安東会長指針

中村会員……市立定時制高等学校の皆様ようこそお越
し下さいました。
森川会員……皆様こんにちは。寒くなってきましたね。
健康に気をつけましょう。
石川会員……本日の弁論発表何を話して頂けるか楽し
みです。
木村会員……本日は高校生の皆さんのお話を毎年楽し
みにしています。よろしくお願いします。
佐野会員……14日ゴルフ参加の皆様お疲れ様でした。と
ても楽しかったです。新会員1人ゲットで
すね。
渡部会員……先日のゴルフは調子が良く栁町幹事に勝
ち、土下座させることが出来ました。また、
眞智子さんと石川さんにも勝ち先生と呼
ばせる事が出来、とても気分の良い１日を
過ごせました。
坂本(将)会員…皆様こんにちは。本日もよろしくお願い
いたします。定時制高校の皆様、卓話の方
よろしくお願いいたします。
牧島会員……本日の生徒さんたちのお話楽しみです。
よろしくお願いします。
本多会員……本日は昨年に引き続き市立川崎高等学校
定時制をはじめとする定時制高校の皆様
ご来訪ありがとうございます。卓話よろし
くお願いします。
石田会員……フロンターレ独走続いてますね！川崎の
優勝はサッカーを除くと、1960(S35年)年、
大洋ホエールズ依頼60年ぶりです！三原
魔術で大毎を下し､日本一でした。私は5
歳です(笑)。本日市川高の生徒さんと向の
岡工高の生徒さん発表楽しみです！
小又会員……先週は谷中さん内田さん他4名と軽井沢に
て金、土をゴルフに行って来ました。GOTO
ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾟｯｸを使いｺﾞﾙﾌ2ﾗｳﾝﾄﾞ4食1泊で内田
さんの会計が27000円でした。谷中さんは
ワインを1本入れて38000円でした。ちなみ
に私の会計はメンバーなのに54000円でし
た。夜はしゃぎすぎました。昨日は、キチ
ンとしてて自分でビーフシチューを作っ
て食べて寝ました。
久住会員……①皆様こんにちは。定時制高校の皆様よう
こそ！本日は宜しくお願い致します。
②また、14日のゴルフでは、新会員一名GET
しました。夜間例会より参加させて頂きま
す。何卒宜しくお願い致します。
森崎会員……本当に川崎フロンターレ強いですね。応援
しましょう。本日の定時制のお話楽しみで
す。ゲストの皆様ありがとうございます。
伊藤(康)会員…本日は定時制高校関係者の皆様、当クラ
ブの例会にようこそお越し下さいました。
お話がとても楽しみです。

1572回 17件

19,000円

『 いまできること 』

累計 277件

413,000円

卓

話

川崎市定時制高校生による弁論
弁論者の紹介
川崎市立川崎高等学校定時制
教 頭
成田 滋 様

「自分の芝生を青く見せるために」
弁士

川崎市立川崎高等学校定時制
3年 深澤里奈さん

「不登校」その言葉を聞いて「社会に対する適応能力のな
いやつら「すぐ逃げる」というようなあまり良くないイメージを
持つ人が多いと思います。そんな私も不登校生 の1人でし
た。今でこそ、過去の私は殆ど居ませんが、中学生の頃は
連鎖のように 広がる友達の悪口、その悪口に乗っかって
しまう自分、厳しい上下関係に耐えきれ ず、週に3回登校
するのでさえやっとの状態でした。「何でこんな辛い状況な
のに あの子はあんなに楽しそうなんだよ、何で私ばっかり
こんな思いしなきゃいけない んだ。」友人を妬んで、羨んで、
自分は何をやったって駄目なんだと自己嫌悪。
その悪循環。友人の芝生が酷く青く見え、気付いた時には
学校へ行けなくなっていました。当時の私は弱く、
学技以外の場所に逃げていただけかも知れません。
でもこうも言えるのです。「当時の私にとっての居場所は家
の中だけだった。」と。
もしも両親が口うるさく「学校へ行け」と強制していたら、私
の心の弱さを指摘し、認めてくれずにいたら、私はまた次
の場所を見つけて逃げ回ることしか出来なかったと思いま
す。そうやって次々と居場所を変え、私を受け入れてくれる
先はどこにあったでしょうか…。
当時の心境を振り返ってみても、私の経験した不登校に悔
いはありません。むしろこの不登校を経験せず、この定時
制高校に入学していなかったら…。1年生の時、初めての
校内弁論大会に出ていなかったら…。
高校でも当時と同じような学校生活を過ごし、この場に立っ
て自分の考えを演説するどころか他人を羨んでばかりだっ
たと思います。

安東会長指針

皆さんのイメージする不登校生はマイナスなことばかりだと
思いますが、そんな不登校でも変わりたいと思う気持ちが
あれば絶対に変われます。
私と言う存在がその証明です。楽しく過ごすのも辛く過ごす
のも自分次第。
今、過去の私と同じような境遇にいる子には、やりたいこと
があるなら積極的に口に出すという事、悩んだら一歩踏み
出す勇気を持ち、学校以外のどこかに飛び込んで、学校で
も家でもない、サードプレイスを見つけて欲しいです。
そうしたらきっと自分自身を肯定してくれる人が必ずいます。
わたしがそうだつたように…
そして過去の私を捨てた今、中学校の頃には絶対にやらな
いと思っていた生徒会に 入ったり、自ら主催のイベントを
開いたりしています。
そして色々な人と関わりを持つために興味関心のあるワー
クショップやボランティアに進んで参加するなど
一度迷ったら踏み込んでみる勇気を持ち、勉強だけが学び
では無い事を知りました。
だからこそ学校の中だけでなく、外の世界に目を向け広い
視野を持つようにしています。
そして外での経験を校内で生かし、たくさんの知識を周りに
アウトプットして、最終的には多くの生徒が課外活動に取り
組んでいるアグレッシブな学校にしていきたいです。
よく隣の芝生は青く見えると言いますが、じゃあ自分の芝
生は？青く見えますか？
見えなかったら、どうしたら青く見えますか？肥料をまいた
り、水をあげたり、何も何ヶ月も何年も何十年も、嵐の日も
休まず手塩にかけて育てたらいつのまにか自分好みの青
い芝生が出来上がっているはずです。そして、今私は充実
した学校生活を送っています。
私の芝生を見て、いろいろな人が「いいなあ」と呟きました。
さて、あなたはどう思いますか？
自分の芝生は青く見えていますか？自分の芝生が青く見
えるかは、この先のあなたの選択次第です。

弁論者の紹介
神奈川県立向の岡工業高等学校定時制
教 頭
水上 吉央様

「心理カウンセラーについて」
弁士

神奈川県立向の岡工業高等学校定時制
2年 荒井奏希さん

『 いまできること 』

人はなせ悩むのか？と質問されたら皆さんはどう考えま
すか？私だったら「成長したいと思っている証拠」という
と思います。もちろん、他の人も全員このように答えられ
るはずは、ありません。人には人の経験があり、それを
もとに個性というものが作られているからです。
私は将来、心理カウンセラーになりたいと思っています。
様々な経験をして作られたその人の個性を知りたいとい
う好奇心と悩みを抱えていたり、苦悩している人に対し
て応援をする仕事をしたいと思ったからです。
また、人の話を聞き、一人ひとりの考えていることを少し
でも理解したいと思っているからです。
心理カウンセラ-の仕事は、相談者の話をよく聞き、共感
したり、要約したりといった対話を通して相談者が自らの
問題を整理し自分自身の方向性を見出して自己成長す
るのを支援する仕事です。このことから、相手の悩みや
問題を、相談される側の人間とし決して相手に不信感を
抱かせない事が重要だと思いました。相談者に信用さ
れるために人として成熟している必要があると思いまし
た。
働くことで精神的に疲れてしまい悩んだり、生きることに
喜びを感じられなくなり、時には 自分のアイデンティティ
が壊れてしまうこともあるのに、なぜ、人は無理をしてま
で積極的に働くということを肯定するのかと考えた事が
あります。一般的には 「働かないと、自分の人生をより
豊かにできないから」 だとか「働かないとそもそも生活
することができないから」という答えが返ってくると思いま
す。自分自身も確かにその通りだとは思っています。
自分の趣味にお金を使うために働きたい。必要最低限
の生活をするために家族を養うために働かなくてはいけ
ない。だからこそ人は働くんだと少なからず思っていま
す。
ですが、そこに焦点を当てて生きるのはなんだかもった
いない気がします。「自分らしさを追求するために」ある
のではないかと考えています。
よっては違和感を感じられる方やそんな風には思えない
という方もいらっしゃると思うのですが、私としてはこの
『自分らしさ』を追求するというのが
「働く」ことで得られるお金よりも大事な最高の報酬だと
思っています。
私は将来の夢を叶えるために、今自分にできることを積
極的に頑張りたいです。
そのために今、自分には何が出来て何が出来ないのか
という自己理解を深める努力をしようと思います。
最後に、皆さんも働くということは自分にとって「どういう
ことなのか」ということを考えてみては如何でしょうか？

会報委員

牧島

聡

渡辺

雅夫

森本

定時制の存続に､手を差し伸べてほしい
川崎市立橘高等学校定時制
教 頭
百瀬 実 様

市内高等学校定時制振興会について解説いただきました。
「ご理解、ご協力を！」

寄付金を贈呈しました。

卓話予定

10月26日(月) 夜間例会（18：00～）
サンピアンかわさき

今週の担当者

邦康

阿野会員

川崎中央ロータリークラブWeekly
Vol.３６
編集･作成

事務局

伊藤

清恵

No.１３
川崎中央ＲＣ事務局

発行日 令和２年１０月１９日

安東会長指針

『 いまできること 』

