
■誕生会 ■例会予定
<本日＞
◆第２４５４回４月２４日（水）
ユンタク会（テーブルディスカッション）
◆第２４５５回５月８日（水）　理事会
地区協議会報告・会員卓話：白間弘造会員
◆第２４５６回５月１５日（水）

■例会プログラム ■幹事報告　　 外部卓話予定
：永山 雄一 ■大城幹事 ◆第２４５７回５月２２日（水）
：東江会長 移動例会（社会奉仕活動）

：新垣 裕輝 場所：宜野湾市いこいの市民パーク
：我らが生業・四つのテスト 時間：11：30集合　12：30点鐘
：許田 英子 ◆第２４５８回６月５日（水）理事会

：富田 真理子 ユンタク会（テーブルディスカッション）
東江会長 ◆第２４５９回６月１２日（水）

：大城 英明 クラブ協議会
：砂川夏海さん ◆第２４６０回６月１９日（水）
：伊良皆善子氏 移動例会（社会奉仕活動）

：新垣 義夫 【幹事報告】 ◎慰霊の日に因んで「オオゴマダラ」の放蝶式
：伊禮 文雄 場所：宜野湾市いこいの市民パーク
：東江会長 時間：11：30集合　12：30点鐘

⓶「東北すくすくプロジェクト」ご協力への御礼 ◆第２４６１回６月２６日（水）
☆ゲスト 東江年度最終例会（夜間例会）
・遠藤町子様（遠藤茂敏様令夫人） 場所：ラグナガーデンホテル（羽衣の間）
・桑原樹一様（東江繁子会員紹介） 時間：19：00点鐘
・砂川夏海さん様（青少年交換派遣予定学生） ■地区・他クラブよりお知らせ
・砂川尚之様（夏海さんお父様） <例会城変更のお知らせ＞
★ビジター ・那覇ロータリークラブ
・遠藤茂敏様（台北城東RC） 日時：5月14日（火）
・伊良皆善子様（浦添ＲＣ） 例会場：ロワジールホテル那覇3階
・上原慎次様（那覇南ＲＣ） 　　　　　　　　　「龍宮の間」
■会長挨拶 ビジター費：2,500円

■砂川夏海さんスピーチ（青少年交換派遣予定学生）

■出席報告

¥75,735
《4月ロータリー為替レート　＄１＝￥110》

2019/4/10

一般会員

免除会員

報 告

閉 会 点 鐘

ﾆ ｺ ﾆ ｺ 報 告

出席率 58.06%

訂正出席率

1

訂正算定分母
19訂正出席者数

累 計

出席者数
出席免除者欠席

会員数

■地区大会と二次会ではお世話になりました。とても
楽しかったです。（遠藤茂敏/台北城東ＲＣ）
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＞＞＞　四つのテスト　＜＜＜　～　言行はこれに照らしてから　～

母子健康月間

例会№

　　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか
　　　２．みんなに公平か 　　４．みんなのためになるかどうか

2452 2453
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会 長 挨 拶

■ゲスト・ビジター紹介　白間 弘造

例会日

皆さんこんにちは。お久しぶりです。
青少年交換派遣予定学生の砂川夏海です。
この4月から高校2年生となり、自分で自分の成長の速
さに驚いています。私はこの6月に英検準一級の受験
を予定しているので頑張って合格できるよう努力して
いきたいと思います。
さて、私は3/27～4/4まで、ローテックス主催の
「ジャパンツアー」に参加しました。これはインバウ
ンズ、アウトバウンズ、ローテックス、ロータリアン
の方々の総勢30名で西日本を一周するというもので
す。インバウンズとアウトバウンズの親睦を深めるこ
と、日本の文化に親しみを持つということを目的とし
たツアーでした。

一番印象に残ったのは大分県の棚湯に入った事です。棚湯というのは、湯舟が段々畑のようになってい
る露天風呂です。大分の広い海が一望できてとても開放的で凄く心地よかったです。滅多にできない貴
重な体験をさせて頂きました。4/1の年号発表の日も大分で迎えました。皆でお昼を取りながら「どん
な年号になるんだろう」とワクワクしていたのを覚えています。そして古都の京都、奈良では史跡を多
く見ました。私は歴史が大好きなのでとても楽しかったです。京都の天龍寺はまた行きたいです。全体
としては楽しかったけれど、最初の方は東京の子たちと何を話したら良いのか馴染めずに辛い思いもし
ました。しかし、一人の子が「夏海とは会えないから、夏海のことは全然しらない。だから貴方のこと
を知りたいんだよ」」と言われてその時に安心感を覚えて、救われたような気分になり、それからは積
極的にお話をするようになりました。そこで思ったのは「やるのは一瞬」ということ。一瞬の恐怖を乗
り越えて話しかけてみたら、案外何とかなる。沖縄の「ナンクルナイサー」というのを身をもって学ん
だジャパンツアーでした。これからも様々なことに挑戦していきたいと思います。挑戦といえば、ツ
アー最終日に皆で朝の4時半までおしゃべりをしました(^^♪それは私の最高記録です。）
ご清聴ありがとうございました。

皆さん、改めましてこんにちは。
今日は大勢のゲスト・ビジターにお越し頂き大
変賑やかな例会となっております。
来週は地区協議会への参加のため、私はお休み
となりますが、宜しくお願い致します。
さて、あとわずかで平成も終わりとなります
が、平成元年は私は名護におりまして、イスズ
の代理店で民間車検場をやっておりました。
あっという間に31年と言う年月が過ぎたなぁと
言う思いをしている今日この頃です。5/1から
令和のスタートとなりますので心機一転で皆様
と共に頑張っていきたいと思いますので、何卒
宜しくお願い致します。本日はゲスト・ビジ
ターの皆さん楽しいひと時を過ごして頂きたい
と思います。

4月誕生月おめでとうございます！
新垣義夫会員（20日）
池田彩織会員（ 7日）
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左から　　富田真理子会員（プレゼンター）
　　　　　新垣義夫会員
　　　　　池田彩織会員
　　　　　國吉一人会員（プレゼンター）

①東京田無ＲＣ創立50周年記念式典・祝賀会
　のご案内

■（東江 繁子）”童謡から語れる平和”青い目のお人
形達の目を見て幸せな気持ちになります。伊良皆会長
本日は本当にありがとうございました。

■伊良皆善子会長、本日の卓話ありがとうございまし
た。（白間 弘造、茂宮 隆次）

■善子さんお久し振りです。夢のあるお話ありがとう
ございす。大正13年青い目の人形の誕生、今知る事
が出来ました。（アラルコン朝子）

■子どもの為に頑張っている貴方に拍手です！
　　　　　　　　　　　　　　　（阿嘉 よね子）

■青い帽子の善子様、素晴らしい卓話ありがとうござ
います。Ｐｅａｃｅ！　　（天願 勇）

■善子様卓話ありがとうございました。青い目の人
形、子供の平和の話も含め大人は考えるべきですね。
お礼に日本から人形を送ったとか、沖縄の人形を送っ
た話も良かった。（新垣 義夫）
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例会場： ラグナガーデンホテル　TEL: 098-897-2121 2018-19年度

例会日： 毎週水曜日　12:30～13:30 会長： 東江 繁子

事務所： 宜野湾市大山 2-9-25-2F 幹事： 大城 英明

TEL： 098-898-9000 会報委員長： 我謝 八重子

FAX： 098-898-0003

E-mail： info@ginowan-rc.org

皆さんこんにちは。本当に喜んで大先輩のお誘いでやって参
りました。お招き頂きましてありがとうございます。そし
て、ここに柏田さんがいらっしゃらないのは寂しい限りで
す。では早速本題に入ります。「童謡から語れる平和」とい
うテーマになっておりまして、実は童謡から語れるという平
和というのは沢山あります。これを語るには2時間位必要と
なってきますので、絞り込んで「青い目の人形」についてお
話致します。皆さんご存知の ♫青い目をしたお人形は♫ と
いう歌いだしでお馴染みの「青い目の人形」この歌は茨城県
北茨城市磯原出身の野口雨情さんという童謡詩人が大正13
年に作りました。七つの子、赤い靴、青い目の人形、シャボ
ン玉、雨降りお月さんと大正時代につくった童謡が一番多く
歌われているのが野口さんなんです。

「青い目の人形」の解説をたった三行で書いているものがありました。
　　この童心には、国境がない
　　　この童心には、格差がない
　　　　この童心は、和を教える
このたったの三行の解説をした方は野口雨情さんの最後の弟子と言われる栃木県塩原温泉郷の和泉屋旅館の14代目
当主の泉漾太郎さんです。この解説を見た私は是非ともお話をお伺いしたいとの思いから私はアポ無しで塩原温泉に
参りました。粘りに粘ってお話を聞く事が出来ました。雨情さんと出会ったのは小学校5年生の頃の作文コンクール
で一位になり雨情さんから東京への招待を受けて東京に行き、まるで腰巾着のように雨情先生にくっついていました
と仰ってました。そしてあの三行の解説については、「雨情先生はお可哀想でした。この歌の事で軍部に随分いじめ
られていました」とおっしゃったんです。その意味をこれからお話します。昭和2年アメリカの方で移民排斥法とい
う新しい法律が出来ました。日本からも勿論沖縄からも沢山の移民が南米やアメリカにも行っている中でその移民を
排斥しようという法律です。そこで事態を心配したアメリカ人宣教師シドニーギューリック博士が「世界の平和は子
供から」とスローガンを掲げ全米に呼び掛け、260万人の皆さんからの賛同を得て「青い目の人形」を親善使節と
して、友好の使節として日本に12,729体、昭和2年3月の雛祭りに合わせて送られてきました。それは日本本土だ
けでなく日本の植民地だった朝鮮、タイ、樺太とかにも送られています。さて、沖縄はどうなんでしょう。童謡を調
査研究している私にとってはそれが課題だったのですが、遂に情報を得ました。北谷町の北玉尋常高等小学校の当時
5年生頃の「ナカチアキコ」さんは人形を見たと仰ってました。そして北谷町役場の資料室で沖縄に青い目の人形が
来たという新聞記事を見つけました。大阪朝日新聞付録文春朝日「那覇発」という記事です。「青い目の人形 沖縄
に着く」「星の国アメリカからのお客さん青いおメメのお人形４７名は沖縄県下の小学校に分配されその到着を待た
れていたが去る２２日の船便ではるばるスペッシャル・パスポートを携えてやって来た。近く盛大に可愛い歓迎会を
開催すると同時に各学校に送る事になった－那覇から」という記事です。そうやって全国の学校へ青い目の人形が配
布されました。各地で大歓迎会です。東京では皇族を始め外務省、文部省、各界の人達が歓迎会を行っています。そ
して答礼人形として58体の市松人形がアメリカに送られました。実は今度一万円札になる渋沢栄一も関わっている
んですよ。ギューリックさんがこういう事を計画しているのですが、渋沢さん応援して下さいませんか？と手紙を出
しました。それに共感しまして文部省と外務省に掛け合いまして、そして日本児童親善会を立ち上げ「生来子供の心
に偏見はなく、友情にあふれているもの、子供の世代から親善と理解を育てたい」との理念を掲げ、国を挙げての大
歓迎会をやりました。ところが、ご存知の通り昭和16年に太平洋戦争が勃発しました。その時青い目の人形は焼か
れたり、壊されたり、ある小学校では校庭に児童生徒を集めて人形を焼いてそしてその灰の上を軍歌を歌いながら歩
いたというお話も残っています。そういうことを非難しようとは思ってません。ただ、そういう時代だったんです
ネ。そこで、泉漾太郎さんはその事を仰っているんです。「雨情先生はお可哀想でした。この青い目の人形の歌の事
で随分いじめられていました」という風に仰った意味はそこにあったのです。雨情さんは戦争は歌にならないと言っ
て筆を折りました。そして敗戦を知らずに昭和20年1月に亡くなっています。まあ雨情さんはああいう目にあって
いましたが、ここでチョット青い目の人形の歌詞を読んでみます。「青い目をした お人形は アメリカうまれのセ
ルロイド 日本の港へ ついたとき いっぱい 涙を浮かべてた 『わたしは ことばがわからない まいごになっ
たら なんとしょう』 やさしい日本のじょうちゃんよ 仲よく あそんでやってくれ」これが青い目の人形の歌詞
です。つまり沖縄でいう「イチャディバチョーデー」の精神です。行き交う人、出会った人は皆な兄弟なんだよ、地
球上の全ての人は皆な兄弟なんだよ、仲良くしなさいって言うこれは雨情さんの愛と平和のメッセージなんです。雨
情さんを取材していて私が一番心に打たれたのは、彼は沢山の童謡を残していて今一番歌われていますが、彼が童謡
を書く時の根底に流れている彼の思想は、地球上の全てのものに深い愛情を取り分け弱者に深い愛を注ぐと言う事が
テーマとして一環として流れています。この青い目の人形もそうです。赤いくつ、あの町この町、黄金虫・・・・こ
れらの話には沢山続きがあります。また時間があったら呼んで下さい。ありがとうございました。

国際ロータリー 第2580地区 宜野湾ロータリークラブ
Rotary Intenational District 2580 Rotary Club of Ginowan

職業宣言　１２．”四つのテスト”それは、職業奉仕そのものと言える。 2018-19年度クラブ会長テーマ：　キラリ輝こう！

主なテリトリー：宜野湾市、北谷町、中城村、北中城村
創立：1966年1月10日
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卓話：伊良皆善子氏　　演題：童謡から語れる平和


