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出
席
報
告 

ゲスト 1名 ビジター 0名 会員 25名 

欠席 7(免除者 2)名 出席率 78.26％ 

前回の修正出席率 95.83％ 前々回の修正出席率 95.83％ 

 

 

会 長 挨 拶 幹 事 報 告 

会 長 山本 明峰  

幹 事 石倉 幸久 

第 ２４６９回 例会 
平成２４年１１月１６日（金） 
天候 晴れ 
合唱 我らの生業 
   四つのテスト 

結婚記念日 １１月１７日土屋一弘君 

ご婦人誕生日日 １１月２０日杉山茂久君（佑由子様） 

石倉幸久君 産業祭無事終了しました。 

杉山茂久君 さがみ信用金庫湯河原信和会の 

講演会が無事終了しました。 

ガバナー 

1．ロータリーアクト地区研修会開催のご案内 

日時：１２月２日(日)12:30～16:30 

場所：生涯学習センター５階第２学習室 

参加者：会長･幹事及び一般会員 

登録料：１，０００円 

登録締切：１１月２５日(日)まで 

2．「新会員の集い」登録のお願い 

日時：2月 15日(金)～16日(土)(1泊 2日) 

   15日 16：30 受付開始予定 

   16日 16：00 解散予定 

場所：箱根ホテル小涌園 

会費：１０，０００円 

登録･会費の振り込み期日：１月２１日(月) 

報告事項 

1．MOA美術館児童作品展のお礼状が届きました。 

2.ロータリー財団研究グループ受入報告書が届き 

ました。 

3.次週は、祝日休会となりますので、次会の例会は 

３０日となります。 

「衆院解散」 
 本日、午後の本会議で衆院が解散されるようで 
す。総選挙は、来月 12月４日公示、同 16日投開票 
に予定されました。たまには時事問題にも言及を 
したいところなんですが、今のところの私個人の 
生涯投票率というのが、まず３回に１回ほどの投 
票しかしておりませんので、３割３分３厘といっ 
たところでしょうか。野球の打者なら中々の率で 
しょうが、いずれ鬼籍に入ったときに、先達に叱 
責されそうな体たらくでは有ります。思い起こせ 
ば２０代、３０代の頃は、まったく選挙に興味は 
なかったのですが、４０半ばを過ぎた当たりで、 
自分と同世代の政治家が、ポツポツと出はじめて 
俄然興味が湧いて参りました。とはいっても、私 
が期待したいのは、自分の歳よりは若い政治家で 
す。年齢を重ねるということは、それだけで、し 
がらみが絡み付くということもあるでしょう。ま 
た意図せずとも何らかの権益を知らず知らずに抱 
え込んでしまうということも有りましょう。 
 時代背景が異なるので、比べても仕方ないので 
すが、明治の元勲たちは若かった。第１次伊藤内 
閣にしても、平均年齢が、46.2 歳という若い内閣 
で、今から１２７年前の１２月２２日に発足して 
います。このとき内閣総理大臣、伊藤博文は４４ 
歳でした。安穏とした教育環境の中で、大人への 
成長曲線が緩やかなカーブを描く現代社会にあっ 
てなお、政治の分野でも、やはりリーダーたるも 
の少なくとも４０歳を迎える前には、他から抜き 
んでる位の頭角を顕してもらいたいものです。さ 
しづめイエスや仏陀のように。 
 いやはや、ちょっとカリスマ待望論めいてしま 
いました・・・。 

スマイルＢＯＸ 

事務所 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 566湯河原温泉観光協会内 
TEL 0465(64)1234 FAX 0465(63)1716 

例会場 静岡県熱海市泉 107 ニューウェルシティ湯河原 
TEL 0465(63)3721 FAX 0465(63)6401 

例会日 毎週金曜日  １２：３０～１３：３０ 
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卓 話 

 
浅田真隆  

代講者 ロータリー財団学友 志摩大喜様 

 

太陽と芸術の国イタリアで留学生活をして 

湯河原ロータリークラブの皆様こんにちは。私は

2003年９月から 2006年４月まで約２年半、国際ロ

ータリー財団親善奨学生としてイタリアで音楽、

特に声楽、オペラの分野の研究で留学をさせて頂

きましたテノールの志摩 大喜と申します。どうぞ

宜しくお願いいたします。 

 約２年半のヨーロッパ生活の中で自ら体験した

ことをお話ししていく中で、時間が許す限り特に

印象的な出来事、面白く楽しい体験談、エピソー

ドを皆様にご披露したいと思っております。また

スピーチの後には１，２曲歌も歌いたいと思いま

す。 

 

留学の目的 

①語学の習得、②行動範囲の拡大(新しい人との出

会い)、③帰国後の報告とレポート、音楽芸術を通

じた奉仕活動。 

 

演劇的社会 

改めて留学生活を振り返ってみますと、実に多く

の新しい体験と発見の日々だったと実感していま

す。ホストＲＣ及びスポンサーＲＣの方々のお力

添えにより沢山の出会いがあったことで、学業面

にプラスして何事にも代えがたい貴重な経験を得

ることができました。 

 

イタリアは演劇的社会「Societa spettacoli」と

言われるように、職業を通じて街の人々一人一人

がまるで役を演じ振舞っているかのように感じま

した。レストランに入ればウエイター、ウエイト

レス、会計係、支配人という風に自分の職業に合

ったユニフォームを着てそれが実に様になって見

えます。まるでそのままオペラ、演劇の舞台に出

てきそうなキャラクターが本当にその役を演じて

いるように見えました。そして皆いかに生活を楽

しむかと言うことに情熱を注いでいるように見え

ました。イタリア人は話し声が大きく自分の主張

をはっきり相手に説得するように話します。一見

怒っているかのようにも見えるのですがサッカー

などを見ていても熱中しやすい国民性だなと思い

ました。 

  

 

 

またイタリアはとても信仰心に厚い国だと感じま

した。私はミラノから電車で南東に５０分くらい

行った街、ピアチェンツァというところに住んで

いました。 

その人口１０万くらいの小さな街にも教会が６５

個もあり、にぎやかな通りから少し入ると静かな

ところで皆お祈りしています。先ほどの怒ってい

るレストランのおじさんが、午後になって教会に

ちょっと出かけて、静かにお祈りをしている。そ

ういう姿を見ると、イタリアはカソリックの国な

んだなと強く感じました。 

 文化を体験するにはミラノスカラ座や劇場に足

を運びます。一歩踏み入れればヨーロッパ文化を

すぐさま感じることができます。ここでもチケッ

トの受付のお姉さんやプログラムを配る係りな

ど、皆一人一人が役を演じているかのようです。 

 

ある歴史学者との交流 

 次に、目的の２番目の新しい人との出会いとい

うことについてお話をしたいと思います。 

イタリアでの新しい出会いといえば Luigi 

Muratoriさんとの交流です。 

2003年の 12月、とても寒い冬でしたがミラノ行き

の電車の中で隣に座っていた 80歳くらいのイタリ

ア人のおじいさんに切符の事に関してイタリア語

で質問をしましたら、なんと逆に日本語で返事が

返ってきたのです。「どうぞ、日本語で話しかけて

クダサイ」と。「私は日本語がワカリマス」えっ、

と思いました。「私の名前はムラトーリと言いま

す、漢字では村鳥と書きますネ」最初は面白い人

だなあ、冗談を言っているのではあるまいか？と

思ったのですが、念のためいつも持ち歩いている

電子辞書の百科事典で「ムラトーリ」 を引いて

みたら… 驚いたことにその名前が載っているで

はありませんか！ 

＜次ページに続く＞ 
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日本語を美しく、明瞭に 

私はイタリア語を勉強しようと思ってイタリア語

でムラトーリさんに話しかけようとするのです

が、ムラトーリさんは懐かしいと思って日本語を

話したいらしく、知らない人が客観的に年が大き

く離れた我々二人を見ていると面白い構図に映っ

ただろうと思われて思わず思い出し笑いをしてし

まいます。 

また海外生活で最大の課題が語学の習得ですが、

美しいイタリア語といえば、私が大学受験の時、

イタリア語の発音を学ぶため、当時東京の御茶ノ

水女子大学に留学し、日本文学を専攻していたナ

ポリ出身の Carolina Negri さんのことを思い出し

ました。彼女はナポリ東洋大学で源氏物語を始め

日本文学を勉強していたのですが、彼女の話す日

本語はとてもきれいで正確でした。さらに我が家

に飾ってある掛け軸の漢字を初見でぱぱっと正し

く読み発音したのには驚きました。普段何気なく

使っている母国語を、外国人がその国の人以上に

きれいに話すことには感動を覚えます。ですから

私も母国日本の文化をもっとよく知り、まず日本

語を美しく明瞭に話せるように心がけたいと海外

で生活してみて改めて感じました。 

 この話をよくホストＲＣの卓話のみならず、親

しくなったイタリアの友達に話しますと皆さん、

近寄ってきて握手を求めてきて下さったりしまし

た。 

 

ロータリアンの方々との思い出 

 ホストロータリアンの方々とのお付き合いも多

く、イタリアでも何回かロータリーの例会に出席

させていただきましたが、その街では大体夜に例

会があります。それも８時くらいから始まります。

そうしますとお酒が入ってくる。声も大きくなっ

て、ちょっと１曲歌ってみろとか言われます。建

物も天井が高く、大聖堂のようなホテルでしたの

で、声が響いてきます。そういった所でもヨーロ

ッパの石の文化と、日本の木の文化の違いも感じ

ました。 

ロータリアンの方はいつもバッジをつけていらっ

しゃるのでオペラ劇場に出かけていったときにも

すぐ分かり、オペラやクラシックの演奏会を愛好

する年配のロータリアンの方々にとって、オペラ

劇場というのは上流社会の社交の場なのだと思い

ました。 
 

ムラトーリ（1672~1750） 

イタリアの聖職者、歴史家。ミラノ、モデナの図

書館研究員として中世古文書の編集に当たり、多

くの論文を発表。主著は「イタリア史料集成」「イ

タリア中世史論集」など。 

 つまりルイージさんはこのムラトーリさんの子

孫であり、遠いご先祖様はイタリアを代表する歴

史家という訳です。ミラノまでの 50分間ずっとお

話をしました。 

 ムラトーリさんは今から 60 年前、1953年に船に

乗って日本に来たそうです。 

そして東京に 10年近く住んでいました。目的はキ

リスト教の布教のためと言っていましたが、大学

でも教えていたそうです。イタリアに帰国してか

らはミラノで日本の貨幣や武具についての研究論

文を発表されました。 

現在はパルマの大学で歴史学を教えています。日

本美術にも大変造詣が深い方です。話しているう

ちに、私の住んでいるアパートから３分くらいの

ところに住んでいらっしゃることが分かったので

ムラトーリさんの家にも呼んでいただき、イタリ

アの歴史や戦時中のお話を聞くことができまし

た。ムラトーリさんはイタリア人なのですがアイ

リッシュティーが大好きで、行く度にアイリッシ

ュティーを頂いたことを昨日のように思い出しま

す。 
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 Rotact のメンバーFrancesca は誕生日に見渡す

限り周り一面にブドウ畑が広がる彼女の別荘に招

待してくれました。お礼に”♪Tanti auguri a te!

♪”（「Happy birthday to you」の伊語版）を歌っ

てあげたらニコニコととても喜んでくれました。 

 

まだたくさんいろいろなエピソードがあるのです

がこのようにロータリー奨学生プログラムを通じ

て、多くのロータリーの活動、Rotact との交流、

カウンセラーの Garilli 氏からのオーディション

や仕事の機会を与えて頂き、他の奨学金制度では

得られない貴重な体験、素晴らしい方々との出会

いに恵まれました。このような機会を与えて下さ

った神奈川ＲＣの皆様、スポンサーカウンセラー

の方々、スポンサー地区 2780地区の皆様、ガバナ

ー事務所の方に心から感謝の気持ちを送りたいと

思います。 

本日は皆様本当にありがとうございました。 

 

※卓話終了後素晴らしいテノールの歌声で 2 曲ほ

ど披露して下さいました。 

 ホスト顧問カウンセラーの Garilli 氏は音楽院

の学長でもあり、モーツァルトの研究家でもあり

ました。2004年 12月 7日は、ミラノスカラ座が大

掛かりな改築工事を経て約 3 年ぶりに再オープン

し、先述した A.Salieri のオペラ” Europa 

riconosciuta”で幕を開けましたがその最終リハ

ーサルで Garilli氏夫妻とお会いし,サリエリとモ

ーツァルトの関係について質問しましたが、サリ

エリは素晴らしい教育者でもあったと仰っていま

した。 

 また私が留学中に日本からロータリーの新奨学

生が 1 人入学してきたので、自分のできる限りの

アドヴァイスやお手伝いができるよう心がけまし

た。自分が学びえたことを次のロータリー奨学生

に引き継いで行きたいと思っています。 

 ＲＣ活動において留学中を振り返ってみます

と、Rotact の集まりに多く出席したことが一番印

象に残りました。毎月 1 回のペースで同世代の若

手イタリア人の中に入って、様々なコミュニケー

ションを楽しむことができました。具体的に挙げ

るならばまず、自己紹介からですが僕が「イタリ

アの国立音楽院で声楽を学んでいる。」と言うと決

まってその場で歌うことになります。ピアノ伴奏

なしのアカペラで歌い始めると、先程まで賑やか

だった店全体がシーンとなり、集中して聴いてい

る様子。高音とともに最後歌い終えると、割れん

ばかりの拍手をしてくれる。アンコールの掛け声

まで上がるといった調子で毎回場所を変えてもこ

のような反応で「イタリア人ってノリが良い！」

のかそれとものせるのが上手いのか、とたんにそ

の後は仲良くなってしまうのです。参加して間も

ない私に「きれいなイタリア語だねえ」「どうやっ

てイタリア語を覚えるの？」はたまた「君のお父

さんはサムライだったのか？」「君は仏教徒か」「漢

字で Marco Poloってどう書くの？」今まで聞かれ

たことのない質問を辞書を引きながら真面目に答

える僕を見て、ますます話題が広がって行きまし

た。やはり東洋人がすぐその場でイタリア語でイ

タリアの有名な歌を歌う、というのは逆に考える

とイタリア人が日本人の集まりの中で「♪ああ～

川の流れのように～」みたいな日本の懐メロを歌

いだしたら、まずビックリするのと同じなのかな

あと思いましたが、こと芸術において上手いか下

手かを見極める、聴き分けるイタリア人の鑑識眼

（耳）は鋭いなと感じました。生活の中に文化の

厚みが見られました。 

 

 


