
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第 2233 号   横浜港南ロータリークラブ会報 

2022 年 5 月 11 日（水）  第 2477 回例会報告 

 

◎司 会                 山野井委員 

◎ロータリーソング         「我等の生業」 

◎ソングリーダー              ＣＤで行う 

◎ゲスト  

タンザニア在住 島岡強様・由美子様ご夫妻 

◎ビジター                     なし 

◎出席報告              淺井英明委員長 

会員数  出席者数 出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

26(2)名 22(1)名 84.6％ ―  76.0％ 

（  ）内は出席免除会員 

 

◎会長報告              大井和子会長 

皆様、こんにちは。今日は５点ご報告がありま

す。 

まず、ゲストのご紹介です。タンザニア在住の

島岡強様と奥様の由美子様です。島岡様は事務

局の中山さんと同級生で、そのご縁から来てい

ただきました。どうぞよろしくお願いいたします。       

２点目ですが、先週の例会後、セブポートセンタ

ーロータリークラブの小池様から、７月に行われ

るインダクションの招待のメールをいただいたこ

とです。後程、佐々部会長エレクトにお渡しいた

します。 

３点目ですが、三井住友信託銀行様が入会を

検討されていると１月にご報告しましたが、その

後、コロナ禍ということもあり、話が止まっていま

した。本日、例会後に伺うことになっています。 

４点目ですが、残念なご報告です。北見丈治会

員から３月末をもって退会すると文書が郵送され

てきました。ご本人と電話で話し、先日の理事会

で審議し、お申し出の通り、退会を受理するとい

うことになりました。 

５点目ですが、取引先から、こちらも残念な情報

がありました。栄区の本郷ロータリークラブが解

散とのことです。高齢化の波には勝てず、会員数

が１０名ほどに減少したとのことで、解散後はど

なたもほかのクラブに移らないようです。私たち

も他人ごとではなく、考えていかなければならな

いと思います。 

 

◎幹事報告              高栁良作幹事 

理事会が開かれましたので内容を報告します。 

５月以降も料理提供、スクール形式での机配置、

黙食を継続します。 

５月からクールビズ期間です。ノーネクタイ、ノ

ージャケットでの例会参加が可能です。ただ、ロ

ータリアンとしての品格は崩さない服装でご参加

ください。またロータリーバッヂの着用は必須で

す。ノージャケットでも着けられるバッヂが必要な

方は購入をしてください。 

セネガルとベトナム向け識字率向上支援図書

寄贈プロジェクトに対して、国際奉仕委員会から

５万円を寄付することが決定しました。 

今日からホワイトボードの代わりに、プロジェク

ターで投影することになりました。ご意見いただ

けると幸いです。 
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横浜港南ロータリークラブ 
奉仕しよう みんなの⼈⽣を豊かにするために 

（２０２１〜２０２２年度 国際ロータリーのテーマ） 

Weekly Report 



◎委員会報告 

①社会奉仕委員会        國光一平委員長 

本年度の社会奉仕活動として、 

1.除菌ボックス＠よこはま港南地域療育センター 

2.肢体不自由児向けターゲットスポーツ用具 

＠ラポール上大岡 

寄付いたしました。 

５/２０（金）１４：００より、ゆめおおおかオフィスタ

ワー６階ラポール上大岡地域連携室にて、贈呈

式があります。 

コロナ禍ということもあり、会長大井、幹事高栁、

社会奉仕委員長國光で参加して参ります。 

 

②職業奉仕委員会      代理：宮島秀晴委員 

来週の例会ですが、鎌倉バス見学会になります。

第一配車場所は上大岡駅前交番前９：００発、 

第二配車場所は港南台駅旧高島屋裏９：２０発

になります。時間厳守でお願いいたします。 

楽しいバス旅行になりますよう、頑張りますので

宜しくお願いします。 

 

◎ゲストスピーチ             島岡強様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「アフリカ独立革命～援助に頼らない自立と真の

独立を 目指し て 」African Revolution for real 

independence 

＜講演要旨＞ 

世界で最も貧しい大陸、アフリカ。 

アフリカの多くの諸国は、１９６０年代に独立を

勝ち得たとはいえ、独立して約５０年経った現在

でも、先進国の経済的植民地になっている状態

は否めない。仕事の場が圧倒的に少なく、働きた

くても働けない人々が多い現実の中で、アフリカ

の人々が自分たちでそれぞれの国の経済を回し

ていくために必要なのは、金銭的援助ではなく、

産業を興して雇用を生み出すことだ。アフリカの

国々が精神的にも経済的にも植民地から脱し、

プライドを持って国を運営いくための手助けをす

るのがアフリカ独立革命の本旨であり、それこそ

が我が志であり、私はそれをするために天から

生かされている。 

具体的には、１９８７年からもっとも貧しい層が

従事する第一次産業に着手し、漁業をザンジバ

ルで展開する。３０年以上にわたる継続の中で、

漁船が９隻に増え、雇用も増えた。 

運送業の展開の中でも、現地での雇用を増や

している。 

１９９９年からは、タンザニア国の経済を潤わせ

るという目的で、原材料ではなく、現地により外

貨が入るようアフリカ製品（コーヒー、紅茶、アフ

リカの布雑貨、ティンガティンガ・アート）の輸出に

も着手。 

事業での雇用促進を展開する一方で、心身両

面から鍛錬する日本柔道をザンジバルでゼロか

ら教えて、プライドを持って生きる若いアフリカの

柔道家たちが育ち始めている。畳も柔道着もな

い青空道場から始めて１０年後の２００２年には

ザンジバル武道館、２０１４年には、ペンバ武道

館を設立した頃から国内だけでなく、国際大会に

も参加するようになり、世界選手権大会やアフリ

カ選手権大会などにも参加、東アフリカ大会では

毎回金メダルリストも誕生している。現在も、ザン

ジバル柔道連盟名誉会長を務めながら、大人と

共に柔道を通して子どもの育成にも力を入れて

いる。 

２０１４年からは、ザンジバル政府の依頼で野球

普及にも努め、２０１５年には、ザンジバル野球ソ

フトボール連盟名誉会長に就任。２０２１年年末

のタンザニア大会で、野球は３年連続準優勝、ソ

フトは初優勝を飾った 

一方タンザニアの文化ティンガティンガ・アート

を日本にプロモートし、互いの国の誇る文化・ス

ポーツを通じて、日本とアフリカの交流を図って

いる。 

人には誰にも役割があり、天命がある。自分は

世の中のために何をしなくてはいけないのかを

考え、しっかり志を立て、それに向かってまっすぐ

生きていくこと、継続していくことの重要さを伝え

たい。 



  

 

 

 

 

 

 

 

島岡 強 Shimaoka Tsuyoshi 

アフリカ独立革命を志す革命家。 

＊アフリカ独立革命とは、アフリカ各国が援助に

頼らない自立と真の独立ができる手助けをして

いくこと。 

（African Revolution for real independence）  

１９６３年８月１７日生まれ。横浜出身。 

５年に渡り、フリーライターとして世界中を回った

後１９８７年に結婚。同年、由美子夫人と共にア

フリカに渡り、タンザニアザンジバル島に拠点を

構える。「世界で一番貧しい大陸であるアフリカ

の国々に住む人々の雇用の機会を増やし、精神

的にも経済的にも真の独立ができるよう手助け

をする」という志の元、漁業、運送、貿易等の事

業を多種展開しながら現在に至る。（漁業は１９８

８年～、運送は１９９２年～、貿易は１９９９年～ 

すべて現在も継続中） 

１９９２年から、日本文化である柔道を無償で教

える。（ザンジバル柔道連盟会長） 

タンザニアのティンガティンガ・アートを日本に紹

介し、２００８年からは毎年日本でティンガティン

ガ展を開催しながら、アーティスト支援とともにア

ート向上と日タン（日本―タンザニア）の文化交

流を図っている。 

◆◆◆島岡強関連図書◆◆◆ 

●２０２２年１月 『アフリカから、あなたに伝えた

いこと』 島岡由美子著（かもがわ出版） 

●２０１３年４月『続・我が志アフリカにあり』 

島岡由美子著（バラカ） 

●２０１２年９月『我が志アフリカにあり・新版』 

島岡由美子著（バラカ） 

●２００３年１２月 『我が志アフリカにあり』 

島岡由美子著（朝日新聞社） 

◆◆◆テレビ出演 ◆◆◆ 

■２００４年６月放映 NHK BS２  

ハイビジョン『遠くにありてにっぽん人～サンゴ礁

の島に我が志あり～タンザニア島岡強』 

■２０１０年３月放映 BS日テレ 

開局１０周年特別番組 『世界で勝負！グレート

ジャパニーズ～七つの顔を持つ革命家』 

■２０１２年４月１日放映テレビ東京 

 『世界で頑張る日本人』 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

島岡由美子 Shimaoka Yumiko 

１９６１年１１月１３日、名古屋生まれ。 

幼稚園教諭として勤務した後、１９８７年、アフリ

カ諸国の援助に頼らない真の独立を志す島岡強

と結婚し、同年アフリカへ渡る。以来、夫と志を共

にし、ザンジバル・タンザニアを拠点に、漁業・運

送・貿易などアフリカの人々の自立につながる事

業や、文化・スポーツ振興、交流活動を続けて現

在に至る。自身のライフワークとして、志をテーマ

にしたノンフィクション、アフリカ各地に伝わる民

話で様々な角度から、アフリカを紹介している。 

２０２２年２月には、『アフリカに咲く熱帯の花、笑

顔の花』を出版。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 著書 ◆ 

２０２２年２月『アフリカに咲く熱帯の花、笑顔の

花 ワイルドフラワー１２０』（かもがわ出版） 

２０２０年７月絵本「どうぶつたちのじどうしゃレー

ス」（かもがわ出版） 

２０２０年１月『アフリカから、あなたに伝えたいこ

と』（かもがわ出版） 

２０１８年１１月アフリカの民話集『しあわせのなる

木』（未来社） 

２０１５年４月アフリカの民話絵本『しんぞうとひ

げ』（ポプラ社） ＊厚生労働省社会福祉審議会

推薦 児童福祉文化財 

２０１３年４月『続・我が志アフリカにあり』（バラ

カ） 

２０１２年９月『我が志アフリカにあり・新版』（バラ

カ） 

２０１２年４月『アフリカの民話～ティンガティンガ・

アートの故郷、タンザニアを中心に～』（バラカ） 

２００７年１月号～２００９年３月号『一冊の本』（朝

日新聞社）で、アフリカの民話を連載 

２００３年１２月『我が志アフリカにあり』（朝日新

聞社）  



◎ニコニコボックス      松村壮一郎委員長 

大井会長 

本日の卓話者様のお話を楽しみにしています。 

会員誕生祝いをありがとうございました。 

 

高栁会員 

本日のゲスト様ようこそいらっしゃいました。 

ホワイトボードに書く形式からスライド撮影に変

更しました。ご意見いただけると幸いです。 

 

淺井会員 坂巻会員 櫻井会員 佐々部会員 

平山会員  

本日のゲスト様ようこそいらっしゃいました。 

 

上杉会員 福嶋会員 

タンザニア在住島岡強様ご夫妻ようこそいらっし

ゃいました。タンザニア、現地情報楽しみにして

います。 

 

海野会員 

島岡強様本人の卓話を楽しみにしています。 

 

松村会員 宮下会員 宮島史裕会員 

本日の卓話者様のお話を楽しみにしています。 

宮島秀晴会員 

会員入会祝いをありがとうございました。 

 

八木会員 

なかなか出席できず申し訳ありません。中山様

から聞きました。島岡様のお話楽しみにしていま

す。 
（同じ内容の方はまとめて掲載） 

ニコニコボックス本日合計 24,000円 
ニコニコボックス累計 570,000円 

 

◎米山チャリティボックス   

大井会長 坂巻会員 櫻井会員 佐々部会員 

平山会員 宮下会員 宮島史裕会員   7 名 
米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計 27,000円 
米山チャリティボックス累計 216,000円 

 
◎次週の予定 

5 月 18日（水）「鎌倉殿の１３人」史跡を訪ねて  
職業奉仕委員会主催 

 
◎会報                       宮下賢委員 


