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星野祐治ＳＡＡ
遠藤悦弘会長
「君が代」「奉仕の理想」
八尋匡彦ソングリーダー

ゲスト紹介 遠藤悦弘会長
ガバナーエレクト 轟 淳次様（川崎マリーンRC）
次年度地区幹事 鈴木 慎二郎様（川崎マリーンRC）
次年度地区大会委員長 小山 宏明様（川崎マリーンRC)
次年度地区大会幹事 増田 敏雄様（川崎マリーンRC)
次年度会長 福嶋 安行様（川崎マリーンRC）
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淳次ガバナーエレクト

川崎マリーンRC轟です。
7月1日からこの2590地区ガバナーとして末席をよごさせ
ていただきたいなという気持ちで一杯でございます。ま
た過日の地区研修協議会、本当に素晴らしい皆さんの大
師ロータリーさんのお力をまざまざと見させて頂きまし
た。誠に有難うございます。
私も基本的にはスタート、始めよければという気持ちが
ございましたので、その辺を私としては感謝で一杯での
ものしかないと思っています。それは遠藤会長はじめ横
山さん、また横山さんが素晴らしい動きをしていただけ
るので私も本当にびっくりいたしました。秦次年度副幹
事にもご協力頂いたと。竹中さん、クラブの中で一番運
のない男だという話をいただきましたが、決して運は悪
くはございません。お子様までだしていただき司会に御
協力いただいてありがとうございます。次年度須山会長
よろしくお願い申し上げます。
大師の会員の皆様、大変色々お世話になりました。あり
がとうございました。
地区大会のこの写真で私、水色のジャケットというのは
今まで選んだことのないものですが、１年間ロータリー
行事の時はマローニー会長曰くこれを着ろということ
で、私は非常に馴染みにくい色で皆様にはお見苦しい場
面が多いかと思いますがよろしくお願い申し上げます。
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内田省治親睦委員長
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布川二三夫会員
大藪善一会員
石渡利治会員
出井宏樹会員
猪狩佳亮会員
松井昭三会員
奥様誕生祝い
大藪善一会員
鈴木昇二会員
内田省治会員
磯田 稔会員
船山佳則会員
須藤 宏会員

安藤賢一会員
中村眞治会員
岩井茂次会員

1992年4月15日
1996年4月10日
2004年4月7日（入会15年）

会長報告

奥様
奥様
奥様
奥様
奥様
奥様

紀子様
順子様
代里子様
美津子様
直子様
奈保子様

遠藤悦弘会長

①岩井直前会長と沼田会員が、3/12の｢台北西門RC42周
年記念例会｣に出席戴き、その際戴いた記念品と冊子を
お預かりしましたので、回覧させていただきます。
なお、台北西門RCの状況はたまたま問題があって会長２
名が続けて退会したことで、現在は平常に戻っておられ
るとのことなので岩井直前会長に簡単に報告をお願いし
ます

水口 衛会員
磯田 稔会員
船山佳則会員
会員の誕生祝い

2005年4月6日
2015年4月22日
2016年4月27日

岩井茂次直前会長
3月11・12・13日台北にまいりました。3月12日の創立42
周年記念例会に私と沼田会員で出席をしてまいりまし
た。
今遠藤会長から話があったとおり今年度おふたり会長が
替わられたり、諸事情が発生しているのかなと心配して
お伺いしましたが通年と変わることなく今年も式典、例
会という形で行われ地域のガバナーはじめ、パストガバ
ナー、近隣クラブ、青少年の皆さんも大勢参加されてお
そらく述べ250人前後の宴席だったかなと思います。例
年のごとく西門ロータリークラブの有志の皆さんには
例会終了後も夜遅くまで接待いただいたり、観光にも連
れて行っていただいたりまた来年来ることを楽しみにし
ていますということで、また西門の方は荒川ロータリー
クラブの周年行事で今年7月に来られるということでき
いております。その席にお時間があえば食事の会などを
催させて戴くということでお約束しながらわかれてまい
りました。また皆さんその節はご協力いただければと存
じます。どうぞよろしくお願いします。ご報告です。あ
りがとうございました。
②公益財団法人 米山梅吉記念館より｢米山梅吉記念館
春季例祭のご案内｣と｢米山梅吉記念館 館報2019春号｣
を戴きましたので、回覧します。
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なお、｢賛助会ご入会のお願い｣も入っておりますので、
希望者はご記入ください。
また、恒例の｢全国1人100円募金運動｣の募金箱も併せて
お回し致しますので、ご協力戴きますようお願いを致し
ます。

③地区より、｢2020-21年度R財団ロータリー平和フェロ
ーの募集開始のお知らせ｣が届きました。クラブ応募締
め切り日は5月20日（月）となっております。平和活動
や人道的活動に取り組む熱意のある、優秀な学生の方が
いらっしゃいましたら、ぜひお知らせ下さい。
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③地区より、ロータリー情報雑誌のご案内が届きまし
た、ロータリー財団章典は2019年1月版が発刊したよう
です。受付に貼り出しておきますので、ご興味ある方は
ご覧ください。
④横浜中RC 齋藤栄一様より｢横浜中RC創立記念事業
第4回 障がい者作品展開催案内｣をいただきました。受
付に貼り出してありますので、ご興味ある人はご覧くだ
さい。
⑤４月ロータリーレート110円となりました。
（3月と変更なし）

④2018-19年度 青少年交換学生 須山なつみさんより2
月の月例レポートが届きました。回覧を致しますので是
非お読みください。

⑥本日例会終了後第10回定例理事会開催されます。出席
義務者の方は御出席をお願いいたします。

⑤宮山会員が大僧正に昇補されました。三役の4名が発
起人となり、お祝い会を開催したいと思います。
令和元年5月8日（水）18時～「惠の本」にて開催予定で
す。案内文は事務局より全会員へ配信します。おめでた
い席ですので、ぜひ多くの会員のご出席をお願いしま
す。

出席報告

幹事報告

猪狩佳亮幹事

伊藤佳子出席委員長
会員数

対象者 出

席 欠

席

出席率

2222回

４７

４１

２９

１２

70.73 ％

2220回

４７

４０

２５

１５

62.50 ％

前々回の修正 メークアップ 7 名 修正出席率

80.00 ％

メイクアップ
林 鶴会員、岩井茂次会員、小林勇次会員
船木幸雄会員、沼田直輝会員、内田省治会員
大﨑克之会員

会員数

対象者 出

席 欠

席

出席率

2221回

４７

４０

２７

１３

67.50 ％

2219回

４７

４１

２４

１７

58.54 ％

前々回の修正 メークアップ 2 名 修正出席率

63.41 ％

メイクアップ
沼田直輝会員、出井宏樹会員

①回覧 他クラブ例会変更、4/15（金）8：40桜ポスタ
ー撤去出欠表、4/23（火）地区研修協議会反省会のご案
内、広報誌｢ゆずりは｣第59号、かわさき市民祭り実行委
員会より｢第41回かわさき市民祭り記録誌｣協賛団体欄
に、当クラブの名前が記載されています。
②ポスティング ロータリーの友4月号、ガバナー月信4
月号（4P：2月IM報告、8P：横山委員長の名前でリーダ
ー、サブ・リーダー打合せ報告会の記事）
川崎大師ロータリークラブ
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スマイルレポート（ニコニコボックス）林

鶴副会長
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②本日は、川崎大師ロータリークラブ 通算第2222回の
例会です。通算回数にちなんで、2222円のニコニコ入れ
させていただきました。２並びですから、ニコニコしな
がら、今日も例会を楽しみましょう。
遠藤悦弘会長
先日の地区研修協議会 出席の皆様お疲れ様でした。お
かげで何事もなく無事に終了することができました。あ
りがとうございました。横山実行委員長 １年間御苦労
さまでした。
事務局 竹下美代子様
先月のお花見例会では大変お世話になり、ありがとうご
ざいました。

川崎マリーンRC
轟淳次様、福嶋安行様、小山宏明様、増田敏雄様
鈴木慎二郎様
過日の地区研修協議会につきましては本当にお世話にな
りました。感謝としかいいようがございません。本当に
ありがとうございました。
御礼に続き、厚かましくも、次年度地区大会ホストクラ
ブご協力のお願いにガバナーエレクト、地区大会委員長、
幹事一同で参上致しました。頼りがいのある、大師RCの
皆様には全員登録のお願いと共に、地区大会の中核を成
す、RI会長代理接待及び晩餐会委員会に各3名様のご参
加をお願い申し上げます。来る4月25日にキックオフを
開催予定でございます。代表2名のご参加を重ねてお願
い申し上げます。

本日のニコニコのテーマ
「大成功の地区研修・協議会を受けて迎える第2222回例
会は、ついに平成最後の友精読です。
船山委員長、来たるべき〝令和〟へ向けて本日もよろし
くお願い致します。」
野澤隆幸会員、坂東保則会員、鈴木昇二会員
横山俊夫会員、星野祐治会員、八尋匡彦会員
布川 浩会員、岩井茂次会員、出井宏樹会員
工藤和弘会員、小林勇次会員、中村眞治会員
林
鶴会員、牛山裕子会員、伊藤佳子会員
内田省治会員、秦 琢二会員、大藪善一会員
合計59,222円

委員会報告
宮山光男会員
①先日の地区協議会、所用の為、欠席して申し訳ありま
せんでした。
②3月31日、午前9時より、大本山川崎大師平間寺祈祷殿
北側駐車場で、第1回、公益社団法人秋田犬保存会 神
奈川中央支部展では貫首様、野澤さん、出井さん祈祷殿
担当の職員の方々大変お世話に成り有り難うございまし
た。

●地区研修・協議会委員会 横山俊夫委員長
3月31日地区研修・協議会無事に終了致しました。クラ
ブ一丸となった事に感謝申し上げます。4月23日反省会
田中屋（鶴見の横浜東ローターアクトクラブ 地区代表
を務めました鈴木宗太君の新しく開いたお蕎麦屋）で開

松井 昭三会員
昨日、83才迄の自動車運転免許の更新をして来ました。
誕生祝いを有難う御座居ます。
岩井茂次会員
入会15年の記念品をありがとうございました。これから
もよろしくお願い致します。
猪狩佳亮幹事
①轟ガバナーエレクト、鈴木次期地区幹事はじめ川崎マ
リーンRCの皆様、ようこそ大師へ。先日は大変お世話に
なりました。
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催する段取りでおります。是非多くの方にご参加をいた
だき美味しいお酒を召し上がっていただきたいと思って
います。楽しみにして下さい。
●会員増強委員会 横山俊夫委員長
新会員候補者リストの第4弾資料をメールボックスに入
れさせていただきました。地区研修・協議会が終了しま
したので今度はクラブ活動に専念します。
●ローターアクト委員会 布川浩委員長
4月4日（木）19：30～川崎大師ローターアクトクラブの
例会を実施します。場所は東門前の事務局です。内容は
ロータリーの友３月号に記載のあったローターアクトの
記事に関する感想報告会です。皆様是非ご参加お願いし
ます。

ロータリーの友精読

船山佳則雑誌広報委員長

４月号のロータリーの友精読
特集が命の重み、感じてますか？
母子の健康月間 安全なお産のために
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・１４P
命のバトンを未来へ

中学校で出前講座

・１２P
子どもの命は地域で守る！

・３P RI会長メッセージ
ロータリアンの皆さま
・１６P～
安全なお産のために
ホンジュラスで’母子の健康’事業

東京東江戸川RC

・６４P
友愛の広場 生まれてきてくれてありがとう
根室西 倉又良春
子どもたちに対してお産がどのくらい大変なことかとい
うことと自分たちの命を守る。
自殺を止めようという内容の文章が入っていますので読
んでいただきたいと思います。

総評 遠藤悦弘会長
今日はロータリーの友の精読が少し時間切れになってし
まったようで、船山さんそのように勉強してきてくださ
っているのがなかなか思うようにいかなかったのは申し
訳なかったなと思います。

●閉会宣言並びに点鐘
・３７P
パズルdeロータリー
国際ロータリーの会長エレクト マーク・ダニエル・マ
ローニー氏の出身母体です。米国アラバマ州にあるジケ
ーター・ロータリークラブです

江南RC

遠藤悦弘会長

２０１９年４月３日（水） 本日のお花
お 花：ブルースター
花言葉：「信じあう心」
原産地はブラジル・ウルグアイ
青い5枚の花びらが星のように見えることから、日本で
はウエディングにもよく使われます。
根元を切ると白い乳液が出るので、水で流してから花瓶
等に生けるまた、手についたらよく洗ってください。

相模原橋本RC

・７P
自殺を防ぎ、命を未来へつなげる活動
てますか？

命の重み、感じ

日時：平成３１年４月１７日㈬は
通常例会「イニシエーション
牛山
クラブ
会 報
委員会

川崎大師ロータリークラブ

布川

裕子会員

浩／秦

琢ニ／船山

スピーチ」

です。
佳則／森田

尊久
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ベルギー派遣生 須山なつみさん
2019年2月 月例レポート
２月に入り段々と暖かくなって来ました。日本よりも暖かい時があります。
冬から春の訪れを感じますがベルギーの風の冷たさと夜の寒さはまだま
だコートとマフラーが必要な様です。ベルギーでは２/2 は「chandeleur」
と言う日です。
この日は聖燭祭とも言い、イエス・キリストが生後40 日目に
聖母マリアとともに神殿を訪れた日を祝う行事だそうです。簡単に言うと
日本で言う
「鏡開き」の様な日です。
この日は黄色い大きな太陽の様な見
た目から
「クレープを食べる日」
ともされています。その日は朝からマザー
と妹ちゃんが作っていました。その日のおやつはクレープとみんなで食べ
ました。2/3 は隣町での折り紙イベントへ行きましたそこでは地元の人は
勿論ベルギーで唯一の折り紙の先生は日本での講師の免許を取得した様
で本格的でした。その先生は日本語も話せるので講義中にわからない事
があったら日本語で簡単に教えてくれました。そのイベントにはコノハとリ
サと台湾人のフィオナと参加しました。初めて折ったものも沢山ありました。
地元の人達は難しい折り紙にも関わらず頑張って最後まで折っている人
が沢山居て日本の折り紙をみんな真剣に折って居てなんだかとても嬉し
かったです。折り紙の講座が終わったらみんなでchocolatechaud とクレ
ープを頂きました。次の日の2/4 は私の学校のお休みだったので一人でブ
リュッセル観光をしてみました。平日の朝からだったので全く人はいなく静
かなゴーンプラスを楽しめました。
でも行きの電車では日本同様に通勤の
人がいました。でも絶対に満員電車ではありません。まずブリュッセルに
ついてまず最初に買ったものはスターバックスでのchocolate chaud（コ
コア）です。まだ２月入ったばかりの辺りの暗い朝の寒さは厳しかったの
で買いました。そこでいつもスターバックスではカップに書く名前を聞か
れるのですがいつも私の名前を言うと聞き返されるのでnatalie という名
前を使ってみました。
この名前は前のホストファミリーが「ベルギー人の名
前且つなつみっぽい名前」
として教えてくれました。実際にこの名前を言っ
てみてカップに名前をnatalie と書いてくれたのはいいのですがその時店
員さんがアジアティックな方だったので不審がられました。でもベルギー
は多国籍化が進んでいるのでこれが普通だと信じています。
ココアを持ち
ながらブリュッセルをまわりました。矢先からココアをマフラーにこぼした
りしました。丁度マフラーを拭いている所の目の前に赤ちゃんを抱っこし
ている男性がいました。赤ちゃんが可愛かったので声をかけ、少し会話を
した後に「良い日を」
と伝えてその場を離れました。
でもその男性はまあ不
審そうな顔をしていました。そりゃそうですよね。先に言っておきますとこ
んな調子でこの日はあまりいい日ではありませんでした。調子を取り戻し
てゴーンプラスの直ぐ側の壁に寝ている人の銅像があります。その銅像の
腕をみんな触っていきます。ずっとなぜ触っているのか分からなかったの
で今回調べてみました。
この像はセルクラース像と言うらしいです。一見こ
の像は女の人が寝ているように見えますが実は男の人です。簡単に言うと
政治家の様な人だった様です。
この人はブリュッセルの街にとても貢献さ
れたとされています。
でもこの人は今この像が作られた場所で暗殺されて
しまった様です。
この事を惜しんだブリュッセルの人々はこの場所にセルク
ラース像として作りました。今この像は「この像に触ると幸せになる」
とされ
ています。ので、
この像の腕と隣に居る犬はピカピカに光っています。私も
ブリュッセルに訪れた際は触っています。
この日は怖いくらいに周りに誰も
居なかったのでいつも以上に長く触れたのではないかと思います。次に
ベルギーと言ったら有名な小便小僧ことマネケンピスです。
このマネケン
ピスは皆さんの想像をはるかに超える小ささで有名です。私も初めて見か
けた時なぜこんなに人が集まっているのか分からなかったほど小さかっ
たです。
この日は平日の朝でしたが先ほどの銅像とは違いいつもよりは多
いですが人の多さは少なかったと思います。ので、記念写真をとりました。
皆さんは知っていますか？マネケンピスのお話を。私は小さい頃にテレビ
で見た記憶と今月末のROTEX イベントにて話を聞きました。調べによると
２つ話があるのらしいですが、今回は１つこの場でお話ししようと思いま
す。
このマネケンピスには勿論モデルとなった男の子がいます。その子の
名前はジュリアンと言います。1142 年頃にブリュッセルのゴーンプラスに
爆弾が仕掛けられ、その導火線にこの男の子が小便をかけてその爆弾は
爆破されずに終わった。そしていまのブリュッセルに繋がっているというこ
とで銅像が建てられたそうです。
でも今の銅像は盗難防止の為1960 年代
にレプリカに交換されたそうです。マネケンピスはたまに洋服を着ていま
す。その洋服の数は1000 を超えるらしいです。
でも不思議なことに私が行
く時はいつも服を着ていません。近くにマネケンピスの洋服の博物館があ
るらしいので行ってみようと思います。
このマネケンピスの近くジョネケン
ピスという簡単に言うと小便小僧の女の子版が近くにあります。そこには
今月末に開催されたROTEX イベントで台湾人のフィオナと日本人のちさ
とと行って見ました。はっきり言うとすごく治安の悪い場所でした。飲屋街
で行った時間も悪く辺りが暗くお店の人にいつも「ドリンク！ドリンクフリ
ー！」
と声をよくかけられましたが目を合わさず早歩きで交わしました。そ
んな場所にあるマイナーなジョネケンピスは門が付いて施錠されていま
した。
まあこんな治安に置いてあるので施錠されて居るのは何と無く納得
です。
2/8~9 に地元のアンギャンにフランスのランス（去年D2590 来日生のハリ
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ーの出身地）のアーティストのBarcella（バルセラ）が来たのでバーのお手
伝いやライブを楽しんだり、Barcella と一緒にショコラトリーへ行ったりと
忙しくとても楽しい二日間でした。Barcella と直接お話しするのは勿論セ
ルフィーまで撮らせてもらいました。
とても優しい方でした。私はこの時バ
ーのお手伝いをして思ったのは忙しいこの時がとても好きだなと思いまし
た。学校での文化祭でもいつもバタバタ走っている自分がとても楽しく、好
きで将来自分にこんな職業が向いているのかな？なんて思いました。2/14
この日はバレンタインデーでしたがアメリカ人のteme とclimate に参加し
て来ました。今回も同様に環境保護の学生限定の運動でした。2/21 も同
様にteme と参加しました。
この日はオランダ、
ドイツからも参加している
人が居たらしくとても大盛り上がりでした。
この日はこの運動を立ち上げた
小さな女の子も学校終わりに訪れて居ました。
この帰りはclimate が終わ
り直ぐに電車に乗りました。
この電車は私と同じくclimate 終わりの沢山の
学生達でごった返して居ました。私はその電車で席を確保したく通路を歩
いて居たら目の前のドアも空き同い年くらいの男の子の集団が来て後ろ
には色んな人が私を先頭に連なって居て身動きの取れない状況になって
しまいました。
（この時の車内の様子は日本の新幹線の車内の様な感じで
す）諦めつつも目の前から来た男の子の集団とは向かい合わせになりた
くなかったので振り向き後ろへ戻ろうと居た時、私の肩を後ろに居る男の
子の集団の一人に両手で掴まれたのです。その瞬間殺されると言う気持
ちとほんの少しだけアジアを馬鹿にされて目を付けられたのだと悟りまし
た。私はすごい形相で後ろを振り返ったらホストブラザーのマーティンで
した。その瞬間ホッとしたのと驚かせた事へのほんの少しの怒りがありま
した。今回はブラザー良かったですが知らない時にブラザーに肩を掴ま
れる用では用心が低下したなと思いました。2/17 は12 月に誕生日だった
第一ホストファミリーの妹ちゃんの誕生日パーティーだったので第一ホス
トファミリーの家へ行きました。久しぶりに会ったファミリーと親戚達で楽
しかったです。2/20 の水曜日は学校が早く終わり、
フランス語教室へ行き
そのあとの一人で郵便局へ行って日本と台湾に向けてのポストカードを
出して来ました。ずっと一人で郵便局へ行くのが怖かったのですが意外と
何も問題も無く直ぐに終わってホッとしました。最近は何か分からない事
があったら直ぐ周りにいる人に訪ねる様になりました。自分で感じる語学
力の向上とベルギー人が日本人の様な優しい方々で助かって居ます。みな
さんに感謝して居ます。2/23 はブリュッセルでROTEX イベントのショコラ
博物館見学とブリュッセル見学をしました。久しぶりにみんなに会えたの
で遅いながらもあけましておめでとうを言えました。
（メリークリスマスも）
見慣れた顔と今年初のイベントで楽しかったです。
この日から1 月からベ
ルギー に来たアルゼンチン、オーストラリア、
アフリカなどの新しい子達と
会えました。勿論バッチ交換も出来ました。私のチームはペルーからの
franz, gonzalo,アフリカからのteddy と日本のちさとと私の５人グループ
でした。
このチームはある意味最強だと思いました。ある時はスペイン語
圏の方に話を伺ったり、ある時は日本人に写真を撮って貰ったり、英語の
ネイティブがいたり。
と、ROTEX イベントでのショコラのお店をまわるアク
ティビティがどこよりも円滑に進んだと思いました。2/24 夜ご飯に手巻き
寿司を家族みんなで食べました。小学校ぶりの鍋でご飯を炊くという行為
と味噌汁をつくりました。我ながら美味しく出来上がりました。寿司を食べ
たことが無いというマザーを含めの夕ご飯でした。反応は「まあ、普通」
と
いうような感じでした。特に味噌汁はどうしても海を想像出来るそうでした。
今度、何回か他の日本食を作ろうと思います。2/27 この日は水曜日でとて
も早く終わるのですが他のクラスに比べて1 時間早く終わりました。だれ
よりも家に早く帰って家から街の教会までランニングをしてみました。
この
日は日も出て暖かくベルギーの人も２月には思えないほどの天気に恵ま
れていました。私は街の教会に初めて入りました。中ではパイプオルガン
を弾いている学生さんらしき人とおばあさんがいました。私はこの街に６
ヶ月住んで初めて中へ入りました。
とても広く綺麗なステンドグラスに囲ま
れていてとても心が洗われました。
ステンドグラスの絵の物語を見ている
と、正直楽ではない苦ばかりの人生が描かれている様に思われました。私
はそのステンドグラスを見て無性に涙が溢れて来ました。私は無宗教です
が「なぜこんなにもキリスト様は辛い思いをしても他人の事を思っていた
のか」
と。
自分では感じているつもりはありませんでしたがその一瞬今の自
分の状況の何処かに辛さを感じているのではないかと思いました。涙目
ながらふと上を見上げたら天井にも同じく一人で泣いている女の人の彫
刻が施されていました。私はあまりにも同じ状況すぎて驚きましたがその
彫刻と私には１つだけ違いがありました。それは彫刻の女の人の肩から
新しい木が芽生えて生えていたのです。初めてのこの気持ちとその彫刻の
本当の意味は知りませんが私はこの新しく生えていた芽を未来だと捉えま
した。話は変わり、その日の夜、マザーとオーガニックコスメなどを作るイ
ベントに参加しました。その日は固形シャンプー、
リンス、デオ、
くつ下を切
って作る、たわしを作りました。楽しくエコを学べたと思います。そこで良く
質問されたのが「日本でもこういう活動ってあるの？」
と聞かれましたが答
えは「いいえ」でした。日本はまだプラスチックバック、
プラスチックストロ
ーがまだあり技術など進んでいるのに環境については進んでない気がし
ました。正直日本だけがこんなにもプラスチックバックに対して簡単な考
えしか無いのかなと思いました。
ちなみに家族は地球をとても考えている
家族です。
プラスチックボトル、
プラスチックトレー、
プラスチックバックの
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ポーチに入っているお菓子も極力買いません。家の中には最小限のゴミ
箱しかありません。勿論シャンプーは固形石鹸です。
この家に来る前はこ
んなにゴミの配収出来ない生活が私にはこなせるのかと悩んでいました。
でも意外と慣れる、
と言うよりこの家に来た時から別に苦ではありません
でした。私は今月、人の死についてと自分の文化についてよく考えさせら
れました。今月の1 日に私の学校の友達のクララが授業中倒れてしまいま
した。彼女が床に倒れて数分は気を失ったままで、授業中でしたが私は彼
女を失ってしまうのでは無いかとすぐに感じました。彼女は大事には至ら
ず数分後立ち上がり先生と一緒に帰った様でした。私はその後もとても心
配で授業中に涙が何度も出そうでした。彼女は約５日後に元気に登校し
てくれました。
とても安心しました。その気持ちと一緒に残りのベルギーで
の生活を大切に過ごし、色んな事への挑戦を始めようと思います。遅いな
んてことは無いので。他にも死を考えさせられたのは、今月私の住んでい
る街の人が２人なくなってしまいました。１人は私もお会いした事があり
私が何回も食べた事のあるアイスクリーム職人さん。もう１人は前のファ
ミリーのお兄さん、今の家族のお兄さんの同級生。その方は皆んなに、親
しまれていて彼女から２個下に当たる私達でも多くの地元の方々は優し
い子として知っていました。私の学校の先輩にあたる方でした。私はその
人について多くの事は知りません。
ですがその訃報を聞いた時はとても胸
が痛かったです。そのことを聞いて何年、生きてそれが長くても短くても死
はふとした瞬間に来てしまうという事を痛く感じました。今回ここに人の死
について書こうか悩みましたが私の思った事を書こうと思い書きました。
この二人には御冥福をお祈りします。続いては文化です。私はベルギーに
来ている他国からの留学生の多くはスペイン語圏か英語のネイティブが
ほとんどです。私はこの6 ヶ月間何度もみんなが盛り上がっているところを
見て
「スペイン語圏になりたかった」
「英語のネイティブになりたかった」
と
思いました。
でも、
ここに来てから色んな方から出身地を聞かれます。私が
「日本から来ました」
と答えると、聞いてくれた人からの反応は「日本！私ア
ニメと漫画が大好きなの！」
「僕日本の食べ物が好きだから行ったことある
よ！」
「日本の文化が大好きだから今度行こうと思っているんだ！」
と多くの
方が言ってくれます。その聞いてくれた方は隣にいるスペイン語圏の子達
にも出身地を尋ねました。
でも本当に正直な反応は「その国の首都の名前
知ってるよ！」
「その国の大統領の名前知ってるよ！」
と答えるのです。
これっ
て不思議じゃ無いですか？でも私は英語が得意じゃないです、同じ言語を
話す人がとても少ないです。でも、
こんなにも自分の国についてとてつも
ない愛を捧げている人、私より日本の事に詳しい方がいます。日本は日本
語しか無く英語が使われない国で、表（他の国）へ出た時にほとんどの日
本人が日本語しか喋れなく、時にすごく不利な立場にたつ日本人です。で
も他の国の人は時に心から日本人になりたい方も居ます。それって凄い事
であって言語がどうのとかでは無く自分の生まれ育った国について海外
の方が時に自分の国よりベタ褒めするのですよ。改めて私は凄い国に育っ
てしまったなと嬉しく思います。時に自分のアジアな顔でお店の店員さん
に冷たく対応されます。すごく傷つきます。考えが古いななんて思います。
でも、それ以上に嬉しい事だらけです。私の顔を見てレジの時に店員さん
が「君どこから来たの？」
と聞いてくれます。私は「日本です」
と答えると
「え！
日本！？僕日本が大好きで日本語勉強しているんだ！」なんてニコニコしな
がら楽しそうに語ってくれます。別れ際には日本語で自己紹介してくれまし
た。でも私は日本人なのに咄嗟にフランス語しか出なく、答えも全部フラ
ンス語で話してしまいました。少しだけ後悔して居ます。
でも凄い私は嬉し
く思って居ていまでもその日の事を覚えて居ます。時には他国からのベル
ギー留学生の中には日本語を猛勉強して喋れるgonzaloや「僕アニメ好き
で今度日本行こうと思うんだよね」
と言ってくれたチリ人の男の子や、他に
も多くの人が日本の事をとても良く思ってくれていました。私はベルギー
来た時も思って居ましたが今も
「日本人でよかった」
と感じて居ます。辛い
自慢なんてしようと思えば簡単です。
「恵まれてない、幸せじゃない、悲し
い」なんて私の言葉でいえば「超カンタン」なんですよ。私は簡単な事は大
好きです。
でもこんな「カンタン」な事して見てた皆んなに「なつみ可哀想」
「なつみ辛そう」なんて思われたくないです。そして、そんな「可愛そう」な
んて思われて嬉しくないしそんな自分超カッコ悪いと思います。誰かがそ
んな発言しているのを見ても私は「辛そう」や、時には気分が悪い時があり
ます。ならば、私は本当にキラキラしているベルギーの生活をもっと発信し
て行こうと思いました。その方が皆んな見て居ても気分良いと思います。
私は改めてここベルギーに来れて本当に幸せです。毎日が楽しく、最近は
一人で郵便局へ行ったりブリュッセルへ買い物に行ったり多く行動ができ
るようになりました。食文化にも恵まれていて毎日美味しい食事に囲まれ
ています。優しい人にも囲まれてており本当に感謝と今への楽しさしかあ
りません。私はいちばんの幸せ物です。来月は学校がカーニバルのバカン
スに入るのとベルギーに日本にいる家族が来てくれます。他にもイベント
が沢山待っているので楽しみです。
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