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ご挨拶 アレクサンドレ・ゼノン君
私の名前はアレクサンドレです。アレクでもいいです。
ベルギーから来ました。好きなことはスポーツとパソコ
ンですベルギーにいた時にはホッケーをやっていまし
た。ありがとうございます。

会長報告 遠藤悦弘会長
①先週、先々週とお願いしておりました米山梅吉記念館
一人100円募金についてはクラブ全体で8,242円のご寄付
をいただきましたので、4/11付で振込をいたしました。
②２月に開催されたIMですが川崎鷺沼RCより、「第１・
第２・第３グループ合同IMの記録DVD」「R財団寄付明細
書」が届きました。事務局にて保管してあります。各ク
ラブの負担金領収書が届いております。

卓話者の紹介
牛山裕子会員

遠藤悦弘会長

③6/12移動例会 アトラクションとしてみなとみらい水
陸両用バスSKY DUCK ツアー開催。
詳細は追って告知

ゲストの紹介 遠藤悦弘会長
ロータリー青少年交換学生 アレクサンドレ・ゼノン君
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スマイルレポート（ニコニコボックス）林

猪狩佳亮幹事

①回覧
他クラブ例会変更
5/8（水）宮山会員お祝い会の出欠表
5/24（金）薪能申込書回覧
6/12（水）移動例会 田中家さんの出欠表
他クラブ週報 最終移動例会 回覧します。

③事務局のGW休暇は、暦通り4/27（土）～5/6（祝）の
10連休になります。
出席報告

伊藤佳子出席委員長
対象者 出

席 欠

席

出席率

2224回

４７

４１

２４

１７

58.54 ％

2222回

４７

４１

２９

１２

70.73 ％

前々回の修正 メークアップ 0 名 修正出席率

鶴副会長

牛山裕子会員
卓話の機会を頂きありがとうございます。面白い話を致
します。

②横浜南RAC、新横浜RACより、「第12回タバコの吸殻拾
い＆ウォーキングのご案内」が届きました。
5月12日（日）10：30～12：30蒔田公園～大通公園
13：00～15：00交流会
参加ご希望の方は、4/25までに事務局あてお知らせくだ
さい。

会員数
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70.73 ％

松井昭三会員
昨日は久しぶりに出井会員のお寺「正覚院」に安藤会員
の運転で訪問して参りました。奥様ともお会いでき大変
お世話に成りました。有りがとう御座居ました。
安藤賢一会員
出井さん、松井さん昨日は大変お世話に成りました
竹中裕彦会員
１．名札を自宅に忘れ今日はメークにおじゃまさせて頂
きました
２．遠藤会長、多摩川土手シリーズお疲れ様でした。無
事終わりましたね。
横山俊夫会員
地区研修・協議会の反省会、楽しみにして下さい。お待
ちしています。
猪狩佳亮幹事
おかげさまで、明日をもって４２歳となります。だいぶ
歳をとりました。
先日はクラブよりお祝いをいただき、ありがとうござい
ました。
遠藤悦弘会長
６月末も視野に入ってきております。残り日数も80日を
切り楽しみにしております。牛山様、本日は卓話よろし
くお願い致します。

2頁

川崎大師ロータリークラブ

BE THE INSPIRATION

インスピレーションになろう

本日のニコニコのテーマ
「牛山さん、大師にご入会されて約13年間、
ずっとイニシエーションスピーチを
楽しみにしておりました。
本日はよろしくお願い致します。」
星野祐治会員、野澤隆幸会員、坂東保則会員
鈴木昇二会員、布川 浩会員、出井宏樹会員
工藤和弘会員、林
鶴会員、中村眞治会員
石渡利治会員、伊藤佳子会員、大﨑克之会員
合計38,000円

委員会報告
●ローターアクト委員会

布川

浩委員長

①新入会員が１名。ケルビンさんが入会しました。マレ
ーシア出身です。3月まで信州大学に通っていました。
４月から川崎勤務ということで御入会いただきました。
②4/25 19：30～事務局で例会を行います。内容は先程
紹介したケルビンさんのイニシエーションスピーチと全
国RA研修事前学習です。
③5/8（水）19：00～日本酒を楽しむ会を行います。場
所は川崎シーハーズです。ロータリアンは参加費8,000
円を予定しています。

●次年度幹事

八尋匡彦会員

本日13：45より次年度理事会を開催致します。出席該当
の方は出席をお願いします。
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卓話
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イニシエーションスピーチ

牛山裕子会員
Initiationとは、本来、人類学用語。
社会的に一人前の成人として認知・承認されるための一
連と手続きです。卓話テーマはイニシエーションスピー
チですが、私は該当者ではありませんので、
職業を中心に、３０分弱お話しさせていただきます。
１９８９年ＲＩ規定審議会で「ロータリーの会員は男性
に限らない」と採択されました。偶々、サクラメントで
仕事をしていたため、資格を持つ女性たちが立ち上げた
ＲＣの創立会員になりました。ですから、ロータリー歴
は３０年になります。
米国生まれです。１９４１年１２月８日真珠湾攻撃より
前に生まれていたはずですが、何時何処で生まれたのか、
記録がありません。。真珠湾攻撃の２日後に日米の間で
民間人の交換帰国を認めた、船(氷川丸)で日本へ来た、
というのは、米国が発行したパスポートで出国した形で
した。全く記憶はありません。米国に仕掛けた騙し討ち
と言われた真珠湾攻撃後、在米日本人の消息は不明な部
分が多と聞いておりますし、両親は日本へ帰って来たも
のの、精神的に破綻していたのでしょう。
私は、多分、１９４３年には、川崎大師のたき新家(
石渡さん)のおばあ様へ預けられたようで、大師幼稚園
で金丸先生という園長さんに、お行儀が悪いお話しがで
きない、と叱られた。この辺りからの記憶は残っており
ます。
１９４５年４月１４日の空襲で平間寺の屋根が青緑色の
炎を上げて燃えるのを幼稚園の園庭から、目の当たりに
し、直後に、たき新家のおばあ様に聞かせられたのは、
隣に貫主様と、多分、後の高橋貫主がご本尊を抱えて、
立ち尽くしておられたということ。その５日後には、米
国人であるという理由で、箱根の敵国民間人収容所に送
りこまれました。
両親が子供の生年を忘れるほど、惚けていましたので、
私自身が何時生まれたのか、但し、５月５日であること
だけは、父が覚えていました。
終戦(１９４５年８月１５日)の日の翌日、兄二人が箱根
まで自転車で私を迎えに来てくれました。兄たちは渡米
せず、日本におりましたので、私とは初めて会いました。
が、６歳年上の兄も８歳年上の兄もすぐに、自分たちの
妹と判断しました。３人で父の静岡の駿東郡裾野町にあ
る実家に寄り、叔父からリヤカーを借りて私を乗せ、横
浜本牧の家に戻りました。この家は洋館であったため、
米軍に接収されました。父が医師であったため、終戦後
１か月後には、自宅と診療所新築の許可が下り、産婦人
科医として開業し、一方、十全病院(現在の横浜市立大
学付属病院)の院長として多忙でしたし、母は、実家が
洋菓子屋でありそちらの復興手伝いに追われていました。
幾つかの私立小学校に入学させようと奔走ようですが、
「知恵おくれの子」なので、現在の横浜国大付属小学校
鎌倉校の今でいうと支援学級の１年生で受け入れてもら
いました。小学校４年生で目が覚めて普通の学習ができ
る子供になりました。１年早く小学校に入ってしまった
ので同級生と学習能力に差があったと、勝手に周囲の人
たちは決めていました。無責任!
高校２年の時に、英語の先生、米国人に誘われて、夏休
み旅行のつもりで帰国しました(まだ、私の国籍は米国
でした)。最初はオクラホマ、次に、それから１５年も
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へ向かう便に載せます。日本でWigに加工し、原産地証
明付で完成品と一緒に米国へ戻り通関し、日米間の貿易
１ロットが終わります。
他に、このような工程を踏んだ商品は絹織物でした。
２．Ｍ＆Ａ
Merger & Acquisition,企業の合併と買収で、１９６０
年代から米国では当然のように事業化されていました。
が、私は、最近、商店街のＭ＆Ａを要請されることが増
えております。これはビジネスではなく、シュリンクし
て行く日本の商店街を活性化したり長生きさせるひとつ
の手法であって、企業間で行われるＭ＆Ａよりも遥かに
人間性を問われます。お誘いがある限りお応えしたいと
思います。

居ついてしまうサクラメントに滞在しました。居心地が
よくて、母国だと思いこみました。３０歳まで日本の戸
籍がないことを、親も私も忘れていました。
１７歳からカリフォルニアで大学に通いながら、２０歳
で法律事務所のインターンを続けました。そこで、気づ
いたのは、「日本人？アメリカのインテリより文法もス
ペルも正しい、ちっと会話を劣るけれど」というのが事
務所の上司たちからの評価でした。
１９６０年代は、日本企業が続々と米国で現地法人を創
立しました。そこで、日本語が分かって、米国法も活用
できる私の仕事は増えました。１ドルが
３６０円の時代に週休が３００ドル程でしたので、父も
心配して、学会の途中で、会いに来ました。米国人とデ
ヴェートしている娘に呆れかえり、それ以降帰って来い
とは言われなくなりました。
牛山の姑と母とがフェリス女学院の先輩後輩であった縁
で１９６９年に牛山家へ嫁ぎましたが、翌年、牛山家の
当主であった牛山三郎が逝去し、莫大な相続税を納める
ことになりました。不労所得で生活してきた地主家業で
は、土地を売却して納税するしかない、その様子に、や
はり、腕に職、資格は必要と痛感しました。
サクラメントの事務所からの要請もあり、細く長く仕事
を続けさせて頂いております。家業は牛山家の不動産貸
付業ですが。仕事の経験でちょっと、面白い話をします。
１．原産地証明
今も貿易戦争は盛んです。１９６０年代から７０年代に
かけて、米国ではRed Chain(現在の中国)の生産品は一
切輸入しない、要するに、輸入禁止をしました。私が担
当したのは、日本のWigメーカーが輸出する商品全ての
原産地証明が正しいかどうか、現地へ向かい、査察し報
告することでした。米国向商品としての人髪を中国から
仕入れられません。その頃は、韓国、タイ、マレーシア
等から原産地証明書を付けて、(三角貿易) 加工先であ
るハンブルグへ輸出します。航空便で私も便乗しました。
切輸入しない、要するに、輸入禁止をしました。私が担
当したのは、日本のWigメーカーが輸出する商品全ての
原産地証明が正しいかどうか、現地へ向かい、査察し報
告することでした。米国向商品としての人髪を中国から
仕入れられません。その頃は、韓国、タイ、マレーシア
等から原産地証明書を付けて、(三角貿易) 加工先であ
るハンブルグへ輸出します。航空便で私も便乗しました。
ハンブルグで日本のメーカーさんと落合い、脱色・染色
工場へ向かいます。全行程が終わるまでハンブルグに滞
在し、商品がすり替わっていないことを確認して、日本
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謝 辞 遠藤悦弘会長
13年目にしてイニシエーションスピーチということでし
たけど、やはりきいてみないとわからない。さっき本人
が言っていましたが、しっかり牛山家のお嬢さんだとい
うことで接していましたが、それがM&Aをかけて乗り込
んできたんだという話で、とても面白い話だということ
で、人というのは本当にきいてみないとわからないと面
白い話をいただきました。
本日はどうもありがとうございました。
●閉会宣言並びに点鐘

遠藤悦弘会長

２０１９年４月１７日（水） 本日のお花
お 花：都忘れ（ミヤコワスレ）
花の色は、紫･青･赤･白･ピンクなどがあるが、本日は青
原産地：日本
花言葉：「しばしのなぐさめ」
気品のある美しい花を咲かすミヤコワスレ。花言葉は、
鎌倉時代の承久の乱にて、佐渡へ流された順徳天皇がこ
の花を見ると都への思いを忘れられると話されたことが
由来とされている。

日時：令和元年５月１日･８日㈬は

休会 です。
日時：令和元年５月１５日㈬は
通常例会
「ロータリーの友精読」です。
クラブ
会 報
委員会

布川

浩／秦

琢ニ／船山

佳則／森田

尊久
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