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第2806例会	 平成 30 年 5 月 30 日（水）

夜間例会場：二子玉川エクセルホテル東急

点　鐘 大塚 正一 会長

スマイル体操 妻鹿 琢生 親睦委員

司会と斉唱 山川 哲史 会場監督
石坂 想 ソングリーダー

「日も風も星も」

出席報告 生垣 繁 出席委員
会員数 57 名 出席 29 名 欠席 28 名

（対象外 9 名） 出席率 60.42%
前々回訂正 欠席 21 名 MAKE UP 8 名

（対象外 4 名） 訂正出席率 80.00%
欠席者

朝山君 花田君 波木井君 平野君 市川君 
石井君 入来君 石原君 甲田君 北村君 
小林（政）君 小泉君 上山君 三浦君 溝淵君 
峯岸君 松下君 茂木君 三平君 野口（哲）君 
野口（隆）君 岡本君 小澤君 世良君 重田君 
関君 藁科君 吉岡君

お客様紹介 谷口 一成 親睦委員長
横浜あざみ RC
　幹事　一樂 祥子 様
　次年度会長　小出 弘子 様
　次年度幹事　石川 俊 様
　次年度青少年奉仕委員長　石川 紀久代 様
ゲストスピーカー
　クラーク記念国際高等学校
　　横浜青葉キャンパス IAC・顧問　関野 亜沙美 様
　　同校 IAC 研修生　秋元 千賀子 様
川崎北 RC 米山奨学生　リーデル、ティモ マリオ 君

会長報告 大塚 正一 会長
IA 海外研修報告が届きました。本例会で回覧します。

幹事報告 帯谷 昌充 幹事
１．地区からの来信
　　ロータリーレート変更のお知らせ　

　　6 月より、1 ドル＝ 110 円 に変更
　　（5 月は１ドル＝ 108 円）
２．他クラブ例会臨時変更　　
　●川崎大師 RC 
　　6 月 13 日（水）～ 14 日（木）一泊移動例会
　　会場：ホテル三日月富士見亭
　　6 月 20 日（水）
　　例会場変更： 川崎大師平間寺信徒会館 2 階大広間

委員会報告
青少年奉仕委員会

「第 48 回地区研修 ･ 協議会、卒会式」開催のご案内
　日時：6 月 17 日（日）13：00 ～ 16：45
　会場：ワークピア横浜 2 階
　登録ご希望の方は、青少年奉仕委員長までお知らせ下
　さい。登録締切：6 月 8 日（金）

卓話
クラーク記念国際高等学校横浜青葉キャンパス IAC
　顧問　関野 亜沙美 様

今回、海外研修に
参加させていただ
き、誠にありがと
うございました。
本校インターアク
トも 20 名を超え
ました。そのうち
2 名の海外研修参
加 と い う こ と で
かなりの激戦の中、
選抜 2 名が台湾に

行かせていただきました。本来のところ、その 2 名が
ご挨拶に来るはずですが、もう 1 名は本日これません
でした。その理由について説明させてください。

今日来れなかった生徒に海外研修の感想を聞くと、「ひ
とつ悔しかったことがある」と答えました。普通なら
楽しかったことから言うのに、それはある出来事があっ
たからだそうです。帰りの台湾の空港のトイレでのこと
です。彼女がトイレに行ったとき、目の不自由な方が
入ってきました。トイレがいくつかある中、その方は



和式トイレのほうに、入っていこうとしました。その
トイレが和式であることを知っていたその生徒は、和
式トイレで危ないのではないかと思い、声をかけまし
た。しかし、英語でなんと言っていいのかわからず、「Are 
you ok?」といったそうです。彼女にとってはそのこと
が、心残りだったそうです。それで、留学して英語を
学びたいと思ったそうです。ご両親をなんとか説得し
て、今月から 3 ヶ月間オーストラリアへ行っています。

彼女は、この海外研修を経験できたおかげで、英語で
コミュニケーションをとりたいと強く思うようになっ
たと思います。そのキッカケを作っていただけたとい
うことについても、今日来れなかった生徒に代わって
お礼を言わせてください。ありがとうございました。

クラーク記念国際高等学校横浜青葉キャンパス IAC
　秋元 千賀子 様

インターアクトの一員
と し て 台 湾 へ 海 外 研
修に行ってきました。
行ってからはまず、日
本でいうところの国会
議事堂や地下鉄など見
学しました。それもも
ちろん台湾のインター
アクトと一緒だったの
で一緒に食事をしたり、
楽しかったです。ある
台湾の生徒の誕生日に
はみんなでサプライズ
パーティをしたのもい
い思い出になりました。

台湾の街を見学するだけではなく、奉仕活動もしまし
た。象山という台湾では有名な山に登り、清掃活動をし
ました。また、台北では、募金活動もしました。台湾の
友達に中国語を教えてもらい、中国語で募金の呼びか
けをしました。街行く人々は、立ち止まって募金をし
てくれて、台湾に住む人たちの心の温かさを感じました。

台北見学や、奉仕活動を共にして、時間を一緒に過ご
すと、だんだんと仲も深まっていき、お互いの日常生
活についても話しました。どんな音楽が好きか、どん
な映画好きかとか、同世代でしかできないことも沢山
話ができて、すばらしい経験となりました。そのなかで、
お互いの国の違いもそうですが、似ているところ、外
からみる日本についても気づくことがあり、勉強にな
りました。

今回の海外研修で色々なことが勉強になりました。色々
なことが刺激になり、自分自身を変えようと思うよう

になりました。自分の日本での生活、勉強も、人間関係、
学校でのリーダーシップについてなど、研修以前より
も前向きに考えるようになりました。なにより、自分
に自信が持てるようになったことが大きな変化ではな
いかなと思います。これからも、もっともっと日本の
ことを知り、世界のことも勉強していきたいと思いま
す。そして、いつの日か、この経験が役に立つよう努
力していきたいと思います。自分には薬剤師になると
いう夢があります。今回の経験が自信につながり、受
験勉強をがんばって、薬剤師になったら、日本だけで
なく世界に貢献できるような大人になりたいと思いま
す。今でも、研修でできた友達とは連絡を取っていま
す。とても素敵な経験ができたのも、皆様のおかげです。
本当にありがとうございました。

ニコニコリポート 波木井 輝昭  副会場監督
横浜あざみ RC：一樂 祥子 様、小出 弘子 様、石川 俊 様、
石川 紀久代 様

インターアクトでは、いつもお世話になっており
ます。本日は、海外研修の報告を楽しみに参りま
した。すばらしい例会場ですね。景色と例会を楽
しませていただきます。

大塚 正一 会長、帯谷 昌充 幹事
横浜あざみ RC の皆様、ようこそお越しくださいま
した。例会を楽しんでください。IAC 顧問 関野先生、
秋元さん、海外研修の卓話、よろしくお願いします。

戸川 俊雄 君、松波 登 君、貝田 洋 君、横山 芳春 君、
クルーズ 由美子 君、齊木 貴 君、石坂 想 君

秋元さん、関野先生、横浜あざみ RC の皆様、ようこ
そいらっしゃいました。秋元さん、帰国報告、楽し
みにしています。

親睦委員会：谷口 一成 君、相良 久征 君、小林 美和 君、
妻鹿 琢生 君

横浜あざみ RC の皆様、ようこそいらっしゃいませ。
北クラブの例会、楽しんでいってください。クラー
ク記念国際高等学校横浜青葉キャンパス IAC 顧問 関
野先生、秋元さん、本日の台湾海外研修の卓話、よ
ろしくお願いいたします。

戸川 俊雄 君、宮崎 秀樹 君
横浜あざみ小出次年度会長、石川次年度幹事、次年
度青少年委員長石川様、また、いつもお会いする一
樂様、ようこそ。夜間例会を楽しんでください。イ
ンターアクトの皆様、卓話、楽しみです。

佐久間 馨 君
25 日に 2 人目の孫が生まれました。北村先生、あり
がとうございました。


