（2019 年）令和元年 8 月 6 日 2019～2020 年度 No 5（第 3299 回会報）
会員数 102 名 出席者数 72 名 出席率 76.6％ 前回修正率 66.3％
MU 会員 岡﨑善胤会員（宇都宮陽東ロータリークラブ）
ビジター紹介（親睦活動委員会 金子昌郞副委員長）

深津里奈様（中央大学ローターアクト）熊本勇太郎様（青少年交換学生）
今井悠太様（青少年交換学生）
会長挨拶（町田卓大会長）

皆さん、こんにちは。広島に原爆が投下されて 74 年になります。今、広島原爆忌は夏の季語で長崎原
爆忌は秋の季語になっているそうです。私はあるコピー作家の｢頑張ってね！又来たよ｣という言葉が好
きで、気仙沼のさんま祭りも｢頑張ってね！｣と気仙沼に行って終わりでは無く｢又来たよ！｣と言って何
度も伺う、これが本当のボランティアでは無いかと私は思います。この後、さんま事業がどの位続くか分
かりませんが、もう少し頑張っていきたいと思います。宜しくお願い致します。
誕生祝（親睦活動委員会

金子昌郞副委員長）

佐々木宏幸会員 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
配偶者誕生祝(親睦活動委員会

金子昌郞副委員長)

田﨑直子様 斎藤奈津実様 小島聡子様 粟飯原由紀様 佐々木祥江様 矢治あつ子様 関口朋美様
猪瀬昌子様 赤塚鏡子様 毛塚明美様 稲野厚子様 戸田博美様 金子順子様
快出席祝（出席委員会 和氣幸雄副委員長）

斎藤高蔵会員（43 年）大塚秋二郞会員（16 年）加藤幸夫会員（16 年）﨑尾肇会員（8 年）
草野英二会員（6 年）関口快太郎会員（4 年）菊地正敏会員（2 年）
新入会員紹介（斎藤高蔵会員）
ひもの

本日ご入会の檜物隆之様をご紹介させていただきます。推薦者は、助川会員と私 斎藤でございます。
檜物様は昭和 42 年生まれ、清水建設(株)関東支店栃木営業所所長様です。檜物様は、今回初めてのロー
タリーという事です。皆様、どうぞ宜しくお願い申し上げます。ご趣味の方は、音楽・ゴルフという事で
す。ご家族は、奥様とお二人のお子様です。宜しくお願い致します。
檜物隆之様

清水建設(株) 関東支店 栃木営業所 所長

皆様、こんにちは。清水建設の檜物隆之と申します。檜の物と書きます。ルーツをたどりますと富山県

ではないかと思います。檜物とは、お弁当の｢曲げワッパ｣やお風呂の｢檜
の桶｣その様な物を総じて「檜物」と言っていたと聞いております。ルー
ツは、それを扱った職人なのか商人なのかと思っております。このたび歴
史ある宇都宮ロータリークラブに入会させていただき、誠に有り難うござ
います。町田会長のテーマ｢ロータリーの縁｣を自分なりに理解して、皆様
と懇親を深めていきたいと思っておりますので、どうぞ宜しくお願い致し
ます。
幹事報告（大矢裕啓幹事）

本日、理事会が開催されましたので報告をさせていただきます。今月のロータリーレートは、1 ドル
108 円です。8 月 20 日火曜日は暑気払いの夜間例会となりますので、出欠のファックスを送らせていた
だきます。9 月 14 日、タイのパトムワンロータリークラブへの消防車贈呈式が行なわれ、当クラブから
9 名の会員が参加致します。一人 12 万円の旅費の内、クラブより 5 万円の補助が決まりました。イベン
トに対するユニホームとしてベストを作る依頼が社会奉仕委員会より提案され,上限 10 万円で 50 着を作
る事が決議されました。新入会員、3 名が承認されました。インターアクトクラブの年次大会が 8 月 10
日に開催されます。そのバス代６万円が決議されました。又 8 月 17 日 インターアクトクラブの活動で、
きずな学園に於いて子供達との勉強会や遊びが予定されております。2018 年～2019 年度の決算報告が
承認されております。例会で使用しますパソコンの購入が承認されました。以上報告です。有り難うござ
いました。
ニコニコボックス委員会報告（吉田範行委員長）

前例会でのご報告です。
快 出 席 祝：金山典生会員
石島洋会員：東京在住の宇都宮ロータリークラブ OB 会が、宇都宮で開催されました。
代表の眞下様より｢宇都宮ロータリークラブ頑張れ！｣とカンパをいただきました。
皆様、とてもパワフルで元気でした。
テーブルミーティング残金：B テーブル

E テーブル

本日のご報告です。
誕

生

祝：善林隆充会員 新井将能会員 小島克之会員 酒井誠会員 和田均会員 斎藤高蔵会員
和氣幸雄会員 矢治和之会員

結

婚

祝：斎藤幸一会員

快 出 席 祝：斎藤高蔵会員 加藤幸夫会員 大塚秋二郞会員 﨑尾肇会員 菊地正敏会員
南波靖一朗会員
配偶者誕生祝：毛塚武久会員 矢治和之会員 金子昌郞会員 赤塚茂会員 斎藤幸一会員 稲野秀孝会員
田﨑秀穂会員 猪瀬和人会員
斎藤幸一会員：すみません。久しぶりです。最近、餃子通りに土・日だけ、まあまあ美味い餃子の
販売を始めました。先日宮まつりでは、まあまあの売れでした。忘れられない様
出席致しますので、今後とも宜しくお願い致します。
テーブルミーティング残金：F テーブル・I テーブル・A テーブル・H テーブル
プログラム紹介（プログラム委員会

伊原修委員長）

こんにちは。伊原でございます。本日の例会卓話内容は、青少年交換学生の報告です。中央大学ロー

ターアクトの深津里奈さん、宇都宮短期大学付属高等学校の熊本勇太郎さん、文星芸術大学付属高等学
校の今井悠太さん、3 名の活動報告をお願い致します。
青少年奉仕委員会

熊本勇治委員長

宇都宮ロータリークラブよりフランスへ、一昨年と昨年青少年交換学生を派遣させていただきました。
そして、今年も青少年交換学生を派遣させていただきます。3 名の皆さんに、報告そして希望をお話いた
だきいただきます。
深津里奈様

皆さん、こんにちは。私は中央大学 1 年の深津里奈と申します。2017～2018 年度宇都宮ロータリー
クラブ様のご推薦をいただき、フランスの 1740 地区へ派遣させていただ
きいただきました。10 ヶ月の交換留学を通してフランスに魅了され、現
在、中央大学文学部でフランス語を専攻しております。又中央大学のロー
ターアクトにも所属しており、今夏期活動を行なっております。高校では
インターアクト・青少年交換、大学ではローターアクトとロータリーに関
わることができ嬉しく思います。そして、ロータリー様の多大なご支援に
感謝申し上げます。フランスから無事帰国された熊本君、そしてこれから旅立つ今井君、後輩達の一保
護者として温かく見守りたいと思います。有り難うございました。
熊本勇太郎様

皆様、こんにちは。帰国報告をさせていただきいただきます。私は 20 キロ痩せました。ベジタリアン
の家にホームスティしたから？かもしれません。南フランスのプロバンス
とイタリア近くのコート・ダジュールの中間ぐらいの地域、最南端のイエ
ールに滞在していました。ホストファミリーは、海沿いに住む 3 家族でし
た。近くに映画でも有名になったリゾート地サン・トロペという町があり
ます。又地区は異なりますが、カンヌやニースも近くでした。画像を見て
いただきますが、フランスは何処の町にも旧市街という昔の町並みが残っ
ております。ここから町の中心部に向かうのですが、道路沿いにパン屋・
八百屋・肉屋・魚屋・薬局等があります。旧市街は、昔ながらの町が見えるので好きです。日本と異な
り建物が隣接していて、色はパステルカラーで綺麗でした。これは街の中心部です。カフェやレストラ
ン等でお昼を食べ、知らない人同士でお話をして過ごしています。市内に有名な塔があり、お花を育て
て有名になった町とのことです。イエール沖に島々があります。多くの方が訪れるマリンスポーツが盛
んな島々です。これは、私が最初にホームスティをした家族の家です。家から見える景色がもの凄く綺
麗な家で、自然の豊かなところでした。これは、次のホストファミリーの家です。イエールから西方、
マルセイユ寄りのところです。リタイアした裕福な人達が住んでいる街と伺いました。やはり海の綺麗
な町でした。ファミリーはウィスキーが好きで、父が来たとき日本からウィスキーを持ってきてくれ、
先日メールで｢ウィスキーを、楽しんでいるよ！｣と言っていました。冬になると街中がイルミネーショ
ン化され、とても綺麗です。次は、3 つ目のホストファミリーの家です。お父さんが船を持っていて、
色んな所へ連れて行ってくれました。このホストファミリーはホテルを経営していて、ホテルのビーチ
がとても綺麗でした。又ここにある島々には、皆が船で出かけ多くの人達が楽しまれているようです。
ホストファミリーのお父さんに何時も釣りに連れて行ってもらいました。お父さんは漁業組合に入っ
ており、毎週土曜日に組合の人達が町の子供達を釣りに連れて行ってくれて、楽しい土曜日を過ごしま
す。左に映っている日本人の友達はこの日マルセイユからやってきて、フランスの大統領の別荘を指さ
しています。これは、村で一番可愛い女の子を決める大会です。が、会場での投票ですので、いかに身
内の人数を増やして確保できるかでミスが決まります。｢え～｣と、思われるような女の子が身内の人数

で決まったりします。これがテレビで放映されます。次にサン・トロペを紹介します。私が一番好きな
町です。漁業が栄えていた町ですが、今は映画で有名になり世界中からセレブが集まる町です。海に直
接面しているところが、町の好きなところです。ブランドのお店が多く物価が高いのですが、お店を楽
しむ事が出来ます。この 3 家族の写真が、私のホストファミリーです。最初の家族は私が中々言葉で
コミュニケーションを上手く取れず、お母さんに｢分からない時は、何でも言葉で言いなさい｣と言われ
たのですが、私は｢言葉に出すと、人を傷つけるのではないか？｣と思い中々大変でした。2 つ目の家族
とは自分の意識も変わり、最初の家族との経験を元に自分の意見をハッキリ延べ、上手くいったのかと
思います。色々助けていただきました。3 つ目の家族のホストマザーが、日本人の様にとても気遣って
くれました。フランスは、家に人を招いて食事をするという事が当たり前でしたので、近所のおじいち
ゃん・おばあちゃんと一緒に食事をしました。この写真には、近所に住む日本人と結婚した家族や宇都
宮に来ていたアメリカのバネッサと一緒に映っています。バネッサは今ドイツにいるのですが、父がイ
タリアに来たので私のホストファミリーのところに来てくれました。バネッサも父親もホテルに泊ま
らず、ホストファミリーが受け入れてくれました。これはフランスの料理・デザート、そして｢かえる｣
の料理です。味的には魚の様にさっぱりしていて、美味しかったです。うさぎの肉です。さっぱりして、
美味しかったです。こちらは学校のクラスメート、メキシコの子もいました。メキシコ人はスペイン語
を話し、フランス語とラテン語は似ているので、私よりも早くフランス語を話せるようになり、簡単に
フランス人と友達になれ、悔しかったりしました。この子は私と仲の良かったモロッコからの友達で、
アラブ人の友達も沢山出来ました。私は授業で、フランス語と歴史の授業と英語をメインに勉強をしま
した。これは給食で、卵や豆です。ソーセージが一番おいしかったです。ラーメンは、とても人気があ
りました。フランスで初めて「空手」の練習をしました。先生は日本で空手の勉強をして、又日本語が
出来るので大変助けていただきました。一番うれしかった事は「勇太郎が来たことによって、皆が日本
語を勉強してくれている」と言ってくれたことがとても嬉しかったです。これが留学生全員の写真で
す。今回留学で学んだこと、1 つ目は、自分の意見を主張する事です。2 つ目は、選択肢が色々あると
いう事です。3 つ目は、移民で勉強したくとも出来ない子供を見て、日本は豊かな国だなと実感しまし
た。ロータリーさんのお陰で、素晴らしい体験をさせていただきました。広い視野を持たせていただ
き、これから活かせればよいなと考えております。有難うございました。
今井悠太様

皆様、改めまして今井悠太です。本日は、宇都宮ロータリークラブの
バナーをいただきに参りました。今

勇太郎さんの楽しい報告を伺って

いましたが、辛い話も聞いていましたので、向こうで耐えられるよう頑
張っていきたいと思います。僕は、3 つのホストファミリーにお世話にな
ることになりました。ホストファミリーには、ブラザーやシスターもい
るという事で感謝しております。良い関係を築けるよう頑張っていきた
いと思います。8 月 27 日に出国することになりました。今準備を進めていますが、考えていることは「ホ
ストファミリーに何をプレゼントしたらよいだろう！」という事です。自分は小学校の頃から書道を習
ってきたので、それを提供できたらと思っています。フランスで僕が一番頑張りたいことは、一番興味の
ある難民問題を直接自分の目で見てきたいという想いで学んでいきたいと思います。又、日本の紹介・日
本の文化や歴史を一生懸命説明出来るよう頑張りたいと思います。出発まで短い時間ですが、準備を進
めてまいります。毎月青少年交換学生は、レポートを地区やスポンサークラブに提出することになって
おります。自分で率直に思った事や感じた事を書かせていただきますので、皆様に目を通していただけ
ましたらと思います。最後になりますが、この様な貴重な経験を与えていただきました宇都宮ロータリ
ークラブの皆様に感謝申し上げます。次年度、勇太郎さんのように立派な姿になって報告できるよう、向

こうで頑張ってきます。以上です。

＝当日の食事＝
松花堂弁当
さつま揚げ 六方里芋 小茄子 鶏団子 オクラ 銀あん
玉子焼 マンダイ焼き 花レンコン きびなご梅フライ 山芋短冊
昆布巻き ワカメしそ和え うざく のし鶏めんたい 太刀魚
八幡 バチ鮪 タコ 甘海老 五目ごはん 赤出汁

【８月卓話】
8 月 6 日（火）青少年交換学生活動報告
熊本勇太郎さん 深津里奈さん 今井悠太さん
8 月 13 日（火）休会
8 月 20 日（火）夜間例会（暑気払い）ベルヴィ宇都宮
8 月 27 日（火）会員卓話
長谷部周彦会員 東日本電信電話(株) 理事 栃木支店長
会報担当：渡邊

肇 会員

画像担当：柴田 彰夫 会員

