（2018 年）平成 30 年 8 月 7 日 No 6 2018～2019 年度（第 3255 回会報）
会員数 102 名 出席者数 62 名 出席率 68.1％ 前回修正率 64.8％
MU 会員 増渕好次郎会員（宇都宮東ロータリークラブ）
ビジター紹介（親睦活動委員会

明賀一博）

笠間真央様（元青少年交換学生）深津里奈様（宇都宮女子高等学校）クマリ様（米山奨学生）
熊本勇太郎様（青少年交換学生）
岡﨑善胤会長

一昨日まで暑かったのですが、台風の影響の雨で気温がぐっと下がり体調を崩されている方も いらっ
しゃるかと思います。咳をされている方もいらっしゃいましたが、ご自愛され夏を乗り切って頂きたい
と思います。マイロータリーに登録されている方は RI からメールが届いているかと思いますが「行動し
ましょう！」という事で、各クラブにローターアクトの提唱をして頂きたいとの内容がきております。当
クラブも今年度町田委員長のもと、準備委員会を設け検討をしてゆきます。今日は、交換学生の皆様がご
挨拶に見えております。2014－2015 年度台湾に行かれ、その後台湾の国立台湾大学で勉強をされている
笠間さん、フランスから戻られた深津さん、今日はお土産のチョコレートを頂いております。これからフ
ランスに 1 年間行かれる熊本さんの 3 人の学生さんがお見えです。以上です。
誕生祝（親睦活動委員会

明賀一博委員長）

山本サンタ会員 和氣幸雄会員 斎藤高蔵会員 佐藤行正会員 酒井誠会員 渡邊弘会員 小泉芳久会員
三原靖会員 小島克之会員 和田均会員 善林隆充会員 矢治和之会員 新井将能会員
奥様誕生祝（親睦活動委員会

明賀一博委員長）

田﨑直子様 針谷淳子様 斎藤奈津美様 小島聡子様 粟飯原由起様 矢治あつ子様 関口朋美様
赤塚鏡子様 毛塚明美様 稲野厚子様 戸田博美様 菊池高子様 金子順子様
幹事報告（熊本勇治幹事）

本日第 2 回理事会が開催されました。8 月 1 日現在会員数 102 名、名誉会員 2 名です。親睦活動委員
会の行事につきましては、委員長の方から報告をして頂きます。社会奉仕委員会では、宇都宮気仙沼さん
まフェスタが 11 月 3 日に開催されますが、継続で協議させて頂きます。国際奉仕委員会より、パトムワ
ンロータリークラブより 10 月２8 日の地区大会の際、
当クラブの例会に参加したいとの話がありました。
青少年奉仕委員会では、8 月 19 日インターアクト年次大会開催の連絡が有りました。バスを利用したい
旨、インターアクト委員会より連絡が有りました。これらに関しまして、承認されました。8 月のロータ
リーレートは 112 円です。10 月 26 日から 28 日迄地区大会が開催されます。26 日ゴルフ大会、27 日指
導者研修会・晩餐会、28 日地区大会本会議です。クラブの議事録をホームページで閲覧できるよう考え
ております。
職業分類・会員増強委員会報告（阿部欣文委員長）

8 月は、会員増強月間です。今日皆様のレターボックスに、パンフレットを入れさせて頂きました。今

年度 110 名の会員数で終了したいという会長の想いが有りまして、是非皆様のお知り合いの方を私共委
員会の方にご紹介を頂ければと思います。例会終了後、会員増強委員会を行います。
親睦活動委員会報告（明賀一博委員長）

秋の親睦食事会・ゴルフコンペを 9 月 17 日（月）に予定しております。昼はゴルフと観光に別れてそ
れぞれ楽しんで頂き、夜は一緒に食事を楽しんで頂く内容です。夕食のメインは、野菜・厳選されたお肉
又会長お勧めのワインを用意させて頂きます。近いうちにファックスで皆様にご連絡をさせて頂きます。
多くの皆様のご参加をお願い致します。
笠間真央様 ご挨拶

皆様、こんにちは。2014 年-2015 年度宇都宮ロータリークラブ様のご支援のもと、台湾タイペイ地区
に派遣させて頂きました。今は、その派遣をきっかけに台湾大学に席を置い
ております。台湾は、私を成長させてくれる国と感じた事が留学を決める一
番の理由でした。今では、中国語は国際的に必要となってきています。言語
も文化も違いますが、自分を大きく成長させてくれると感じ、4 年間大学に
行くのであれば台湾の大学という選択をしました。大学に通い未だ 1 年で
すが、大変な充実感があります。残りの 3 年間をもっと充実させていこうと
考えますと、今もワクワクしています。これからも精進していきますので、宜しくお願い致します。
米山記念奨学会 宇都宮大学 大学院生

クマリ様

毎回、例会に時間を取って頂き大変申し訳ございません。今日は、帰国前の例会なので来ました。私の
場合、皆様からご奉仕を頂き本当に有り難うございました。感謝致します。
1 ヶ月ネパールに滞在します。宇都宮ロータリークラブ、そしてインターア
クトの皆さんに協力して頂きましたご奉仕を有効に使わせて頂きます。自分
の研究テーマ「ストリートチルドレンの問題点とニーズ」をきちんと調べて、
将来その子供達の問題が無くなる様な論文を書くことを目標にしています。
有り難うございます。
プログラム紹介（プログラム委員長

岸本卓也委員長）

本日の卓話は「少年交換」というテーマで、深津里奈さんと熊本勇太郎さんにお願いをしております。
御静聴お願い致します。
卓話「青少年交換」
深津里奈様

皆様、こんにちは。パワーポイントを使ってご説明をさせて頂きます。ボンジュール。1 年間留学して、
フランス語を話すようになりました。改めまして、宇都宮女子高等学校 3 年
の深津里奈と申します。2016-2017 年度交換学生としてフランスに派遣さ
せて頂きました。大まかに、フランスについてお話をさせて頂きます。
ヨーロッパの西側に有り、スペイン・イタリア・ドイツ・スイス・ベルギー
と国境を接しております。面積は日本の 2 倍位です。人口は日本の半分で
す。パリは北に位置しますので、冬は寒いです。私が住んでいたのは、南の
方です。南は北大西洋海流の影響で気候は温暖ですが、緯度は北海道と同じ位です。私の住んでいた所
は、栃木県と変わらなく過ごしやすい感じでした。周辺の大きな都市ですと、西にボルドーがあります。
私の住んでいた町は、人口 5 万人ぐらいの小さな町です。フランスと日本では、町の作りが違います。

フランスの町並みは、教会を中心に道路が放射線状に広がり家や店ができています。町の中に住んでい
る人達は少ないのですが、町の中に小中の学校合わせて 10 校あり、昼間町の中に出かける人が多く賑や
かでした。左側は町の教会、右側は劇場で、音楽鑑賞や劇を見たりする所です。フランスの人は、よく劇
を見に行きます。フランスではサッカーが有名です。私が住んでいた町は、ラグビーが人気でした。私の
ホストファーザー達も、ラグビー経験者でした。町にチームがあり、スタジアムもありました。1 年間で
6 回ラグビー観戦に行きました。フランスに行って好きになった事の 1 つが、ラグビーです。こちらは、
私のホストファミリー達です。3 ヶ月毎に、ファミリーが変わりました。左が第 1、その隣が第 2、下が
第 3 ホストファミリーです。皆とても優しくて、週末には観光地へ連れて行ってくれました。生活面を
バックアップして下さり、優しい方々でした。一番左の方はロータリアンの方で、英語の教師だったそう
です。フランスの高校は 15 歳から 18 歳まで 4 年間あります。私は日本で言う高校 2 年生の文系のクラ
スにいました。フランス語が多かったです。他地理科目もありました。国語の授業では、劇について考え
る・小説だけでは無く、劇について考える時間がありました。映画のオプションもあり、映画・詩・劇に
ついても学べました。映画について学べた事が楽しかったです。撮影をしたり台本を書いたりもしまし
た。クラスメイトもとても優しく、最後の日は泣いていました。学校自体には、行事は少ないです。こち
らは避難訓練とカーニバルです。カーニバルはキリスト教のお祭りで、子供達が仮装をして授業を受け
るような感じです。私は浴衣を着ました。浴衣イコール日本みたいな概念があるようで、通りを行く人達
に「日本人だ。可愛い」と言われ、
「いいな！」と思いました。私が住んでいた町にフランスの方と結婚
をした日本の人と仲良くなりました。その女性がフランスと日本をつなぐ交流会をやりたいと言いまし
たので、私も手伝いをしました。習字と折り紙、クリスマスの時期でしたので、クリスマスツリーを折り
ました。習字も書きました。皆さん、日本の文化に興味を持ってくれたので、とても嬉しかったです。私
が旅行をして良いと思ったところはモン・サン＝ミシェルです。北の方にあり、ロータリーの旅行で 10
月頃行きました。モン・サン＝ミシェルは湖に浮かぶ孤島と言われ、建物が少しずつ作られてゆくので、
ゴシック様式だったりルネッサンス様式だったりと時代の違いの造りが見られ、素晴らしい所でした。
私達は潮の引いた時に、周りを歩いてみました。どろどろの所を歩きました。ここで有名なものは、値段
が高いのに美味しくないというオムレツです。ここは 2 番目のホストファミリーと一緒に行ったラスコ
ーです。クロマニヨン人が書いたデプリカを飾っている博物館に行きました。凄く現代的で、パッチパネ
ルをその絵にかざすと、10 ヶ国語の解説が出て来ます。日本語もあり、分りやすかったです。次にロー
タリーについてです。私のいた地区は 1740 地区です。留学生は 30 人から 40 人位いました。私がお世
話になりましたクラブの例会は、毎週月曜日の夜 7 時半からです。フランスの人達は、皆で集まって話
ながら食べたりするのが本当に好きです。例会の内容は、ミーティング・専門家の人・企業の方達が来て
お話をします。又皆で美術館に行きます。私は皆さんと一緒に雪山に行きました。これは 9 月に集まっ
た人達で、前の方に留学生達がいます。各国の人達と一緒にリクレーションをしました。私がした事は、
Let it go をその国の歌詞で歌うとか「恋するフォーチュンクッキー」を踊ったりしました。ソーラン節
は、やりませんでした。私の地区に日本人は私 1 人だったからです。この様に仲の良い友達が出来まし
た。台湾・香港・タイ・ペルー・メキシコ・アメリカ・カナダです。留学生達と話して分ったことは、色
んな国に色んな文化がある事を実感しました。旅行は色んな所に行きました。6 月に Bus trip で行った
時の事をお話します。2 回旅行をしました。毎回パリが始発です。この時は、パリ・ストラスブール、そ
してドイツのミュンヘンに行き、チェコのプラハ、オーストリアのウィーン、イタリアのベニス・ミラノ
に行ってから１度フランスに戻り、スイスのジュネーブへ、そしてパリに戻りました。６月から１２日間
のバスツアーです。毎日午前中はバスで移動、午後は現地で自由時間でした。私が一番気に入ったところ
は、チェコのプラハです。こちらはジョン・レノンです。落書きが出来る壁に書いてありました。フラン
スで私が学べた事は、自己主張する事・感謝する事・楽しむ事です。自分はこうしたいと言う事を主張す

る事は、大切だと思います。フランスの人はおしゃべりをする事が好きで、その際皆主張をします。相手
に理解されなくとも、どうすれば相手に理解してもらえるかを考えながら、自分のしたい事を主張して
ゆく事は大切だと気付きました。留学中色んな方に支えられ、私はとても幸せだなという気持ちになれ
ました。これは、感謝する気持ちを学べたと思います。最後になりますが、ご推薦して頂いた宇都宮ロー
タリークラブの皆様、本当に有り難うございました。以上で終わらせて頂きます。ご清聴有り難うござい
ました。
熊本勇太郎様

皆様、こんにちは。今年度、青少年交換学生でフランスへ行かせて頂く熊本勇太郎です。本日は出発前
に改めてご挨拶をしたいと思い、例会に出席させて頂きました。私がフラン
スに行けると決まってから７ヶ月が経ちました。出発日８月２８日が近づい
てきました。まだまだ先の事と考えていました。今未だ、フランスで生活す
る事を全く想像する事が出来ません。上手くコミュニケーションがとれるか
不安です。ある意味、自分を試す良い機会と思っています。私がこのプログ
ラムに参加したいと思ったきっかけは、留学から戻ってきた先輩達に憧れを
持ったことです。先輩達はいとも簡単に、こちらに来ている留学生とコミュニケーションをとり、かっこ
いいなと思いました。又様々な事に動じない様が当時の僕に凄いなと思わせました。そんな先輩の様に
なりたいなとの思いが、交換留学に参加したいと思うようになりました。自分から積極的に行動し、語学
を習得する事は勿論の事、人として成長し先輩達のように成れるよう頑張りたいと思います。最後に私
を推薦して下さった宇都宮ロータリークラブの皆様、与えて頂いた貴重なチャンスを最大限に活かして、
一年後に成長した姿を皆様に見せられるよう頑張ってきます。又交換学生として日本とフランスの文化
を伝え合い交流を深めることによって、２つの国に貢献できたら良いなと思います。自分の意思を貫き、
精一杯努力したいと思いますので宜しくお願い致します。
米山記念奨学会委員会

草野英二委員長

クマリさんは、８月２２日ネパールに戻りフィールドワークをされます。第 1 例会で奨学金をお渡し
させて頂きますが、クマリさんが 1 ヶ月ネパールに戻られますので、今月は８月と９月の 2 ヶ月分の奨
学金をお渡しさせて頂きます。
＝今日の食事
中国料理弁当
海老の塩味炒め スープ
豚肉の麻婆炒め
鶏の唐揚げ・春巻き・ザーサイ
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