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今週の例会

2011 年 ９ 月１３日(火)第 3４２回
■点 鐘
1２時 30 分
■例会場
ラフレさいたま
■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」
■プログラム主題 クラブフォーラム

「

良治

９月 ６日 第３４１回例会 ＮＯ．２５９発行

幹事/井上 博明

2011 年 ９月２０日(火)第 3４３回
■点 鐘
1２時 30 分
■例会場
ラフレさいたま
■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」
■プログラム主題 ｲﾆｼｪｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ
公式訪問ﾘﾊｰｻﾙ

絆 を

会 長 挨 拶
皆さん、こんにちは
本日の例会には、お客様として地区青少
年交換委員長 松島 勲様、同じく委員 川
島 利雄様、また、ローテックス関係のお二
人をお迎えしております。この後、例会プ
ログラムにおいて卓話をいただきます。
９月は「新世代のための月間」です。年
齢３０歳までの若い人の育成を支援する全
てのロータリー活動に焦点をあてるために
今月が指定されております。
さて、巷では「ドジョウ」が脚光を浴び
ているようです。ご承知のとおり、これは
野田新総理が代表選投票前にされた演説に
起因しています。演説の中では「相田みつ
を」氏の単行本「おかげさん」に収録され
ている【どじょうがさ 金魚のまねするこ
とねんだよなあ】という作品を引用されて
おりました。
書家であり詩人でもある「相田みつを」氏

深

め よ う

週報委員長/秋本

昌治

■例会日 毎週火曜日
■例会場 ラフレさいたま ５階
■点 鐘 １２：３０（第１・２・３）
１８：３０（第４・５）
■事務局
さいたま市中央区下落合
4-14-14-2F

」

は大正１３年栃木県足利市の生まれで、平成
３年１２月に６７歳で亡くなるまで多くの
作品を残しております。昭和５９年にはミリ
オンセラーとなった「にんげんだもの」、昭
和６２年には「おかげさん」などがあり、新
総理の演説の影響でこれらの本が飛ぶよう
に売れているそうです。
「相田みつを美術館」は千代田区丸の内の国
際フォーラム地下１階にあるそうです。機会
を見つけてぜひ訪ねてみようと思っていま
す。
今日の例会に出席しているアスタさんは、
９月１日から大宮北高校での学生生活がス
タートしました。一日も早く日本の生活に慣
れ、友達をたくさん作って高校生活をエンジ
ョイしてください。
また、前回の例会で会員の皆様にご紹介し
たとおり、新会員として９月１日に入会され
た陳麗瓊（チン レイケイ）さんの入会式を
本日この後実施いたしますのでよろしくお
願い致します。

ゲ ス ト 紹 介
第２７７０地区 新世代部門

青少年交換委員会
委員長 松島 勲様
（浦和北ＲＣ）

青少年交換員会
委員 川島 利雄様
（大宮ＲＣ）

ROTEX

新 入 会 員

松岡 豪様
（06~07 年度派遣生）

斉藤 玲奈様
（10～11 年度派遣生）

★ 青少年交換留学生

アスタさん

幹 事 報 告

●陳 麗瓊会員
( ﾁﾝ ﾚｲｹｲ )

●第３回役員・理事会を開催いたしました。
●地区事務所より
①地区職業奉仕公開委員会のご案内
日時：平成 23 年 9 月 28 日(水)
18:30～20:00
場所：浦和コミュニティーセンター
②11～12 年度ライラ研修セミナー募集
日にち：平成 24 年 3 月 17 日(土)
～18 日(日)
研修地：擇本道場(東京都日暮里)
及び都内観光
③職業研修チーム派遣生募集
日にち：平成 24 年 2 月 1 日～11 日
(予定)
研修地：インド タミル・ナードゥ州
④みちのく応援・クラブ親睦旅行ご推奨の
ご案内
⑤「第 10 回ロータリー全国囲碁大会」の
ご案内
⑥広報部門委員会が、地区ブログ及び
「facebook」を更新いたしました。ご覧
下さい。
⑦ 9 月ロータリーレート

1 ドル＝78 円

⑧昨年 井橋年度の財団ポリオ撲滅活動寄
付金は 3,447,670 円でした。
●さいたま市より、高校選抜サッカー選手派
遣事業に対する御礼
●劇団四季より、ミュージカルのご案内
演目：「夢から醒めた夢」
日時：平成 23 年 10 月 4 日(火)
18：30 開演
場所：さいたま市文化センター

【プロフィール】
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昭和４５年３月３日
梨園
飲食業
さいたま市大宮区仲町

話

青少年交換留学について
青少年交換委員長

松島

勲様

●青少年交換の環境
埼玉県知事より本年 2 月に後援という名義
貸支援を受けました。これにより募集及び
応募の支援を受けることになり今回の応募
についても教育委員会より各学校長にロー
タリーの青少年交換留学制度にたいする推
薦を頂きました。
但し、RI2770 ガバナーからの報告という
義務事項もあります。
●各ロータリークラブの対応
2770 地区に於いては、会員減少もあり受
入が出来ないクラブがほとんどであります。
今年度は、ホストロータリークラブがあっ
さり決定したのは、5 クラブだけであります
クラブによって様々な理由があるとは思い
ますが、断るクラブが多すぎることは、募集
方法の見直しを検討する必要があります。
●現在の募集方法
2770 地区の青少年交換委員会より各高
等学校に募集用ポスター、募集要項を配
布します。これに応募する学生が各ロー

タリークラブへスポンサーの依頼をする。
という方法が取られております。
●今後の課題
埼玉県知事より後援を頂いている都合
上 2770 地区として受入体制を明確にして
スポンサーを断ることの無い方法を検討
する必要があります。
その第一歩として各クラブへ青少年交換
受け入れのアンケートを取らせていただ
きます。
●委員会として
多くの高校生を海外へ派遣して素晴ら
しい留学体験をしてほしい。また、本日は
ローテックスからその体験によって得ら
れたスピーチを聞いて下さい。

属しています、Rotary Exchange の略称で
ROTEX と呼びます。ここでは毎月の事前研
修のお手伝いをしたり、来日学生のカウンセ
リング、派遣候補生への指導やイベント企画
等様々なことをやらせて頂いており、この活
動ができるのも 2770 地区が毎年他地区とは
比較できないほどの多くの生徒を送り出し
て、それがローテックスとなっているからであ
ります。ローテックスは留学でお世話になっ
たロータリーへの恩返しとして青少年交換の
お手伝いをしています。最後に、私にこのよ
うな機会を下さったロータリアンの皆様に感
謝申し上げます。有難うございました。

ローテックス
ローテックス

松岡

豪様

皆さんこんにちは。この度は卓話という機会に
お呼び頂きましてありがとうございます。
私は高校 3 年生の時にロータリーの青少年交
換プログラムを通じてアメリカ合衆国のペンシル
バニア州へ 1 年間留学させていただきました。留
学の選抜試験と事前研修は出発の 1 年前から始
まりますので、ロータリーとの関わりが始まったの
は高校 2 年生の夏からということになります。ま
た、私の父が元ロータリアンであり、小さい頃は
家族例会等に連れて行ってもらうこともありました
が、またロータリーの方々と交流を持つことにな
るとは当時は予想もしていませんでした。諸外
国、特にアメリカ等ではイエス、ノーをはっきりと
言わないといけないという話はよく聞かれると思
いますが、私はそれをまざまざと体験しました。犬
がもともと得意でなかった私はホストファミリーに
「犬は好きだ」と言ったためか、最終的に 3 匹の犬
を私が散歩することになることもありました。アメ
リカで過ごした 1 年は私にとってかけがえの無い
ものであり、一緒に暮らしたホストファミリー、現
地でできた学校の友達、世界中からきたロータリ
ーの留学生達とは今でも連絡を取り合う仲です。
現地では直接目にしないとわからないようなアメ
リカ人の暮らし方、違った価値観、そして言葉の
壁にぶつかりました。しかし、それに対して自分
の力で乗り越えることができたこと、またいざとい
うときにはロータリーが助けてくれるという安心
感が帰国後の私へ大きな自身をくれました。帰国
後から現在まで私はローテックスという組織に所

斉藤 玲奈様

一年ぶりに浦和西高校に行ったら、「ミケ
ルとの交換留学でデンマークに行った生徒」
としていつの間にか有名になっていました。
今までしゃべったことのない子にも声をかけ
てもらい嬉しかったです。
先生にも友達にも言われたことは「背が高
くなったね」。自分ではそんなつもりないので
最初は否定していたのですが、ほとんどの人
に言われたので最後のほうは否定できなくな
りました。18 歳になった今でも身長は伸びて
るみたいです。
デンマーク語があることをみんな知らない
ので、一年たって私は英語がぺらぺらにしゃ
べれると思っている人がたくさんいました。実
際英語よりデンマーク語のほうができるので
そのことを言ったらがっかりされました。だか
ら今学校の ALT の先生との英会話を頑張っ
ています。受験の時期なのに学校を思った
以上に楽しんでしまっていていろいろ危ない
です。
逆にデンマークは試験とかがあまりないの
んびりした国です。日本に帰国してから日本
人は勤勉すぎるんじゃないかとよく思いま
す。受験終わったらデンマークの家族に会い
に行くことを目標に勉強頑張ってます。今デ
ンマークがすごく恋しいホームシックな時期
です。先日ホストファミリーからメールをもらっ
たので日本のカップラーメンとかすしのことか
お菓子を送ってあげました。
デンマークに住んでる間は冬の時期にホ
ームシックになりました。デンマークの冬は日

デンマークに住んでる間は冬の時期にホー
ムシックになりました。デンマークの冬は日照時
間がすごく短いので朝の 9 時くらいにやっと明る
くなって夕方は 15 時にはもう暗いという感じで
す。しゃべるのをめんどくさく感じたり何も食べ
たくなかったりととても落ち込んだ時期だったの
ですが、家族や友達がいてくれたから乗り越え
られました。3 つとも全部私の好きな家族なので
私は恵まれてたなと思います。
そんな家族や友達とはよくフェイスブックのチ
ャットやスカイプをするのですが、そのとき英語
を少し使うだけで勉強したつもりになってしまう
のでやりすぎには気をつけたいと思います。
つらいこともたくさんあったはずなのに今思え
ば楽しかったり笑えたりするので不思議です。
本当にいい経験をさせていただきました。一年
間でいろいろ感じたこと思ったことあるのです
が、こんな短い時間でとてもじゃないけど話せま
せん。ロータリーの皆様には本当に感謝してお
ります。ありがとうございました。
ＲＯＴＥＸとは?・・・
ロータリー青少年交換学生として１学年度海外
で勉学した経験のある人たちの非公式グループ。
帰国後、自らの経験を生かし世界各国でロータリ
ーの留学生たちの架け橋として活躍している。

ス マ イ ル ＢＯＸ
■松島 勲様
本日は４名でお伺いしました。青少年交換留
学の素晴らしさをご案内いたします。よろしく
お願いします。
■川島 利雄様
本日はお世話になります。いつも青少年交換
プログラムにご協力をありがとうございます。
◆寺沢 良治会員
本日は青少年交換 松島委員長、川島様、ロ
ーテックスの松岡さん、斉藤さん、ようこそお
出で下さいました。卓話よろしくお願いしま
す。アスタさん、陳様、出席ありがとうござい
ます。
◇井上 博明会員
お客様ようこそいらっしゃいました。よろし
くお願い致します。
◆片山 金次郎会員
本日は地区青少年交換委員長の松島様、川島
様、ようこそいらっしゃいました。ローテック

スの松岡さん、斉藤さん、留学生のアスタご
苦労様です。また、陳さん入会おめでとうご
ざいます。これから仲間です。力を合わせて
頑張りましょう。
◇沈 輔國会員
早いもので９月になりました。まだまだ暑
い日が続きますが、皆様お元気ですか。納涼
例会の折は、皆様からの多大なる歓迎をあり
がとうございました。
◆住吉 望会員
先日の新入会歓迎会では、先輩諸兄に大変
お世話になり誠にありがとうございました。
今後とも宜しくご指導をお願い致します。
感謝。
◇田中 修会員
地区青少年交換委員長 松島様、川島様、本
日は卓話ありがとうございます。ローテック
スの松岡さん、斉藤さん、ようこそ。ありが
とうございます。アスタさん、少し慣れまし
たか？陳さん、入会おめでとうございます。
◆内藤 憲会員
本日もよろしくお願い致します。
◇中村 芳彦会員
松島様、川島様、松岡様、斉藤様、ようこ
そいらっしゃいました。今度は日本の西側が
台風の災害、今年は大変な年ですね。
◆野原 哲夫会員
本日の例会は、当クラブの重点事項の一つ
である青少年交換事業についてです素晴らし
い事業であるので、全員で理解しましょう。
地区役員、ローテックスの方、よろしくお願
いします。
◇本多 正和会員
青少年交換委員長 松島様、川島様、ローテ
ックスの松岡さん、斉藤さん、ようこそお越
し下さいました。また、陳さん入会おめでと
うございます。頑張って下さい。
◆三上 等会員
本日は、陳さん入会おめでとうございます。
青少年交換委員会 松島委員長、川島様、ロー
テックスの松岡さん、斉藤さん、ようこそい
らっしゃいました。よろしくお願い致します。
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1６,000 円

累計 1５７,000 円

出 席 報 告
月日

会員総数

出席

欠席

出席率
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22

17

5

77.27％

