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2014 年 8 月 28 日　第 2569 回 例会 
◇ 点　　鍾　12 時 30 分

◇ ロータリーソング『それでこそロータリー』

◇ ゲスト・ビジター紹介

　　県立横須賀明光高等学校 1年　加藤勇吹さん・ご家族

　　県立追浜高等学校 2年　倉島菜奈美さん

　　三浦市教育委員会教育部青少年教育課 主事 田中昌徳様

　　神奈川新聞・三崎港報社・タウンニュース

　　　

◇ 国際ロータリー会長

　　　　　ゲイリー C.K. ホアン（台北 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー

　　　　　渡辺　治夫（横須賀 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1グループ

　　　　　ガバナー補佐　鈴木　康仁

◇ 三浦ロータリークラブ

　　　　　　　　会　　長：鈴木　正孝

　　　　　　　　副 会 長：土田　成明

　　　　　　　　幹　　事：芹川　直行

◇ 公共イメージ委員会 

　　　　　　　　委 員 長：大石　精一

　　　　　　　　副委員長：木村　謙蔵

　　　　　　　　委　　員：長瀬　六朗

◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘

◇ 例会場　三浦商工会議所 3階ホール

　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎２丁目２２番６号

◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346

◇ website　http://www.miura-rc.jp

 会長報告　鈴木正孝会長

　皆様こんにちは、残暑が一段落して

過ごしやすくなりました。お元気

にお過ごしでしょうか。久しぶり

の会議所での例会です。先日、

横浜銀行で振り込め詐欺を未然

に防ぎました。今年 2回目で、

佐藤支店長の指導の成果が出てい

ますね。

　8月8日は親睦例会で横浜でのディ

ナークルーズでした。出発時にお一

人置いてきてしまったといったハプニングがありました

が無事に到着しました。船上では美味しい料理と素晴ら

しい夜景を堪能してきました。秋本親睦委員長ありがと

うございました。

 お盆休みの後、21 日は芋植え青空例会でした。横須賀

北クラブから福島さんと三木証券から 2名の応援があり

1時間半ほどで植え終わりました。炎天下での作業でし

たが皆さんご無事で安心しました。作業後のスイカがと

ても美味しかったです。菊池社会奉仕委員長ありがとう

ございました。翌 22 日は横須賀クラブの例会に出席しま

した。いつもながら会員数の多さに圧倒されました。　

　今日はウォーナンブール派遣学生の加藤さんとお母様、

倉島さん、教育委員会の田中さん、ようこそ例会にお出

でくださいました。実は私も中学 3年の時 2週間アメリ

カでのホームステイを経験しております。その素晴らし

い期間は今でも心に残っています。皆さんも素晴らしい

体験をされたことでしょう。後ほどお話下さい。

 本日の報告は以上です。今日も宜しくお願いします。
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・会員総数：25 名

　本日出席：14 名　欠席：10 名　出席率 58.33%

・MAKE UP

　鈴木康仁＜地区会議 3回＞

　星野雄＜地区会議＞、鈴木（正）・芹川・鈴木（康）

　秋本＜3役会＞

　草野＜社会奉仕＞　

により、出席率は 95.83％となります

 出席報告　藍田 和男 会員　

　三浦市は、三方を海に囲まれた

半島の町です。

　地震による津波の被害も想

定される今日、市民や観光客

の方々を高台へ避難誘導する

パネルが必要であると考え

て、この考えに賛同する市内

の各団体と協力し、避難誘導

板を三浦市に寄贈しました。

　高台の方向を記した「高台避難

看板」は、市が作製したハザードマップに示される

避難誘導路に合わせた場所のほか、各種イベント等

が開催される会場など、約 100 ヶ所に設置されます。

　大きさは A3 サイズで、アルミ板を使用した頑丈

な作りになっています。デザインは、総務省消防庁

指定の全国共通のも

ので、高台や人、津

波を表す絵が描かれ、

その下に高台の方向

を示す矢印が記され

ています。

　表記は日本語と英

語の 2種類。夜間で

も看板に気が付くよ

うに、ライトなど光

に反射する加工が施

されています。

「避難誘導板」について　 秋本 清道 会員

ニコニコ BOX 集計報告
 本   日    前回迄   累　計   
ニコニコ 9,000 円 42,000 円 51,000 円
財      団 1,000 円 13,000 円 14,000 円
ポ  リ  オ 1,000 円  16,000 円 17,000 円
米　　山 2,000 円 11,000 円 13,000 円
周　　年 0 円 2,000 円 2,000 円
　 計 13,000 円 84,000 円 97,000 円

 ニコニコ BOX 報告　藍田 和男 会員

・鈴木正孝　派遣生の皆様、おかえりなさい。今日は、お話

　を楽しみにしています。よろしくお願いします。

・芹川直行　①ウォーナンブール派遣性の皆さん、ようこそ。 

　②秋本さん、写真ありがとうございます。 

　③前回、イモ苗植え例会欠席して申し訳ありませんでした。

・星野　雄　横浜港クルーズ、楽しませて頂きました。

　先週、芋の苗植えお疲れ様でした。本日、ウォーナンブー

　ル派遣生の倉島さん、加藤さん、報告楽しみにしています。

・鈴木康仁　派遣生の皆さん、元気で帰ってきて何よりです。

　お話を楽しみにしています。

・高木　巌　加藤勇吹さんとご家族、倉島さん、教育委員会

　田中様、三浦RCにようこそお出で頂きました。

　横浜クルーズ、写真ありがとう。

・藤喜代司　加藤さん、倉島さん、お疲れ様でした。

　楽しく過ごせたでしょうか？。

・長瀬六朗　先週は欠席いたしましてすいませんでした。

 幹事報告　
＊ 地区より

　　ガバナー月信、月信原稿依頼

　　地区便覧米山奨学生カウンセラーアンケート　　　

サンパウロ国際大会について

　　Ｒ財団月間卓話及び財団補助金申請に関する説明

　　職業奉仕月間卓話者及びセミナー

　　RI より職業奉仕に関するリソース

＊ ロータリーの友

＊ 2013 ～ 14 年度　ＩＭ報告書、収支報告書

＊ 第１Ｇ合同例会収支報告書

＊ ロータリー文庫資料目録　　　　　

＊ Ｒ財団寄付金領収書、９月 RIﾚｰﾄ102 円

＊ ハイライトよねやま、米山梅吉記念館報　

＊ 逗子ＲＣ　週報送付停止に関する連絡

＊ 第１G第４回三役会案内

＊ ９月例会案内

　 横須賀 RC、横須賀北 RC、横須賀西 RC、横須賀南西 RC

＊ 週報　横須賀北 RC、横須賀西 RC、横須賀南西 RC、須坂 RC

＊ 活動計画書　須坂 RC

＊ 横須賀ＲＣ・横須賀西ＲＣより

　　　三浦学苑ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ設立総会参加案内

＊ 三浦市社会福祉協議会　賛助会費協力依頼

＊ 法人会三浦地区会

　　米軍第７艦隊バンドコンサート会長臨席依頼　　　

　　　　　　　　　（他、チケットあります）

＊ 三浦商工会議所優良従業員表彰協力願い

＊ ボーイスカウト日本連盟　支援願い

＊ ＤＭ等　パソナグループ、ＪＩＣＡ

高台へ避難
Evacuation to higher ground

寄贈　三浦ロータリークラブ
三 浦 市

青少年姉妹都市国際交流派遣事業に参加して

　私はオーストラリアで 16 日間生活し､様々なことを学

びました｡初めての海外で両親や親戚は心配していました

が、自分白身には緊張はなく、とても楽しみでした。

 オーストラリアに到着して感じたことは、日本の暑さと

逆でとても寒く、赤道を越えて北半球から南半球へ渡っ

てきたことを改めて感じました。日本の夏の格好で行っ

た私は、非常に寒かったです｡一方で､ホストファミリー

はとても優しく、みんな明るく温かい家族でした｡家族に

は男の子が 2人いて､一緒にサッカーを楽しみました｡ホ

ストのお母さんはジョークが好きで面白い方でした。

　ウォーナンブールでは､様々な学校に通い､授業に参加

しました｡言語が違うだけでここまで問題が難しくなるん

だなと威じました｡また､それぞれの学校では、日本には

ない､リセスという時間があり、多くの生徒とコミュニ

ケーションを取ることができました。

　リセスとは､授業間の休み時間のことで､休憩時間は 30

分以上あり、生徒は､この時間におやつ等を食べたりして、

自由に過ごすことができます。

　食事で印象に残っているものは、特にチーズが美味し

く、ピザやクラッカーなどを堪能しました｡また､受入れ

の調整役であるプラウアーカレッジのアンドレア先生宅

のホームパーティーに参加した際の食事や､他の派遣生の

ホストファミリーと一緒に開いたパーティーに食べたカ

ンガルー肉も､深く印象に残っています｡カンガルーの肉

は、少し癖がありましたが､美味しかったです。

　初めての体験は他にもたくさんあり､それぞれがとても

楽しく､カルチャーショックのある派遣活動になりました｡

会話がスムーズにできるように英会話能力を向上させる

という目標もできました｡会話が円滑にできれば､さらに

海外生活を充実させることができると思います。

　今回の派遣は､貴重な体験になりました｡ロータリークラ

ブの皆様にもご支援をいただき､本当にありがとうござい

ました。

　８月７日から 16 日聞､派遣生

としてオーストラリア､ウォー

ナンブールヘ行きました｡私に

とって初めての海外であったの

で､全てが初めての経験で､と

ても楽しく印象的でした。

　その中でも､より強く印象に

残っている事についてお話しし

たいと思います。

　私達はウォーナンブールに

金曜日に到着したので､その

次の２日間はそれぞれホストファミリーと過ごしました｡

私は､スーパーや雑貨屋さんにたくさん連れて行ってもら

いました。日本よりも大きく、改めて海外に来たんだな、

と実感する２日間でした｡平日はウォーナンブール市長を

表敬訪問したり､エマニュエルカレッジ､プラウアーカ

レッジ､ウォーナンブール小学校に行ったりと充実した活

動を行いました｡今回私達が訪問させていただいた３つの

学校では､どの学校でも日本語を勉強していて､驚くと同

時に嬉しかったです。まだ小さい小学生が､紙を見なが

ら､一生懸命日本語で質問をしてくれたことが､とても印

象に残っています。

　学校訪問については､ホスト生の通うブラウワーカレッ

ジに最も多く通いました｡全ての生徒がパソコンを持って

いて､それを授業に活用しているのに驚きました｡また授

業時間も曜日によって違ったり､上級生しか着ることが許

されていない制服があったり、日本とは異なる事がたく

さんあって､把握するのがとても難しかったですが､実際

に学校に通う事で､その違いを体感し､異文化に触れるこ

とができ､とても良い経験になったと思います。

　また､その他の休日は、日本語を選択しているホスト生

達が企画して遊びに連れて行ってくれました｡我々派道生

とブラウワー生の数人でプールに行ったり､公園に行った

りと色々な事を私達のために企画してくれ､充実した休日

を過ごすことができました。

　ウォーナンブールの滞在は２週間と短かったですが､今

までの中で一番濃い２週間を過ごすことができ､本当にた

くさんの思い出が出来ました｡出発するまでの不安が嘘の

ようで､現地での生活は､楽しく充実していました｡現地の

学校に通うことは､個人旅行ではなく､ホームステイだか

らこそ体験出来たことで､派遣生として参加できたことを

心より嬉しく思います｡この経験を良い思い出だけで止め

てしまうのではなく､将来に活かしていきたいと思ってい

ます。

　ロータリークラブの皆様にご支援をいただき､ありがと

うございました。
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神奈川県立横須賀明光高等学校 1 年
加藤 勇吹さん

神奈川県立追浜高等学校 2 年
倉島 菜奈美さん
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・鈴木正孝　派遣生の皆様、おかえりなさい。今日は、お話

　を楽しみにしています。よろしくお願いします。

・芹川直行　①ウォーナンブール派遣性の皆さん、ようこそ。 

　②秋本さん、写真ありがとうございます。 

　③前回、イモ苗植え例会欠席して申し訳ありませんでした。

・星野　雄　横浜港クルーズ、楽しませて頂きました。

　先週、芋の苗植えお疲れ様でした。本日、ウォーナンブー

　ル派遣生の倉島さん、加藤さん、報告楽しみにしています。

・鈴木康仁　派遣生の皆さん、元気で帰ってきて何よりです。

　お話を楽しみにしています。

・高木　巌　加藤勇吹さんとご家族、倉島さん、教育委員会

　田中様、三浦RCにようこそお出で頂きました。

　横浜クルーズ、写真ありがとう。

・藤喜代司　加藤さん、倉島さん、お疲れ様でした。

　楽しく過ごせたでしょうか？。

・長瀬六朗　先週は欠席いたしましてすいませんでした。

 幹事報告　
＊ 地区より

　　ガバナー月信、月信原稿依頼

　　地区便覧米山奨学生カウンセラーアンケート　　　

サンパウロ国際大会について

　　Ｒ財団月間卓話及び財団補助金申請に関する説明

　　職業奉仕月間卓話者及びセミナー

　　RI より職業奉仕に関するリソース

＊ ロータリーの友

＊ 2013 ～ 14 年度　ＩＭ報告書、収支報告書

＊ 第１Ｇ合同例会収支報告書

＊ ロータリー文庫資料目録　　　　　

＊ Ｒ財団寄付金領収書、９月 RIﾚｰﾄ102 円

＊ ハイライトよねやま、米山梅吉記念館報　

＊ 逗子ＲＣ　週報送付停止に関する連絡

＊ 第１G第４回三役会案内

＊ ９月例会案内

　 横須賀 RC、横須賀北 RC、横須賀西 RC、横須賀南西 RC

＊ 週報　横須賀北 RC、横須賀西 RC、横須賀南西 RC、須坂 RC

＊ 活動計画書　須坂 RC

＊ 横須賀ＲＣ・横須賀西ＲＣより

　　　三浦学苑ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ設立総会参加案内

＊ 三浦市社会福祉協議会　賛助会費協力依頼

＊ 法人会三浦地区会

　　米軍第７艦隊バンドコンサート会長臨席依頼　　　

　　　　　　　　　（他、チケットあります）

＊ 三浦商工会議所優良従業員表彰協力願い

＊ ボーイスカウト日本連盟　支援願い

＊ ＤＭ等　パソナグループ、ＪＩＣＡ

高台へ避難
Evacuation to higher ground

寄贈　三浦ロータリークラブ
三 浦 市

青少年姉妹都市国際交流派遣事業に参加して

　私はオーストラリアで 16 日間生活し､様々なことを学

びました｡初めての海外で両親や親戚は心配していました

が、自分白身には緊張はなく、とても楽しみでした。

 オーストラリアに到着して感じたことは、日本の暑さと

逆でとても寒く、赤道を越えて北半球から南半球へ渡っ

てきたことを改めて感じました。日本の夏の格好で行っ

た私は、非常に寒かったです｡一方で､ホストファミリー

はとても優しく、みんな明るく温かい家族でした｡家族に

は男の子が 2人いて､一緒にサッカーを楽しみました｡ホ

ストのお母さんはジョークが好きで面白い方でした。

　ウォーナンブールでは､様々な学校に通い､授業に参加

しました｡言語が違うだけでここまで問題が難しくなるん

だなと威じました｡また､それぞれの学校では、日本には

ない､リセスという時間があり、多くの生徒とコミュニ

ケーションを取ることができました。

　リセスとは､授業間の休み時間のことで､休憩時間は 30

分以上あり、生徒は､この時間におやつ等を食べたりして、

自由に過ごすことができます。

　食事で印象に残っているものは、特にチーズが美味し

く、ピザやクラッカーなどを堪能しました｡また､受入れ

の調整役であるプラウアーカレッジのアンドレア先生宅

のホームパーティーに参加した際の食事や､他の派遣生の

ホストファミリーと一緒に開いたパーティーに食べたカ

ンガルー肉も､深く印象に残っています｡カンガルーの肉

は、少し癖がありましたが､美味しかったです。

　初めての体験は他にもたくさんあり､それぞれがとても

楽しく､カルチャーショックのある派遣活動になりました｡

会話がスムーズにできるように英会話能力を向上させる

という目標もできました｡会話が円滑にできれば､さらに

海外生活を充実させることができると思います。

　今回の派遣は､貴重な体験になりました｡ロータリークラ

ブの皆様にもご支援をいただき､本当にありがとうござい

ました。

　８月７日から 16 日聞､派遣生

としてオーストラリア､ウォー

ナンブールヘ行きました｡私に

とって初めての海外であったの

で､全てが初めての経験で､と

ても楽しく印象的でした。

　その中でも､より強く印象に

残っている事についてお話しし

たいと思います。

　私達はウォーナンブールに

金曜日に到着したので､その

次の２日間はそれぞれホストファミリーと過ごしました｡

私は､スーパーや雑貨屋さんにたくさん連れて行ってもら

いました。日本よりも大きく、改めて海外に来たんだな、

と実感する２日間でした｡平日はウォーナンブール市長を

表敬訪問したり､エマニュエルカレッジ､プラウアーカ

レッジ､ウォーナンブール小学校に行ったりと充実した活

動を行いました｡今回私達が訪問させていただいた３つの

学校では､どの学校でも日本語を勉強していて､驚くと同

時に嬉しかったです。まだ小さい小学生が､紙を見なが

ら､一生懸命日本語で質問をしてくれたことが､とても印

象に残っています。

　学校訪問については､ホスト生の通うブラウワーカレッ

ジに最も多く通いました｡全ての生徒がパソコンを持って

いて､それを授業に活用しているのに驚きました｡また授

業時間も曜日によって違ったり､上級生しか着ることが許

されていない制服があったり、日本とは異なる事がたく

さんあって､把握するのがとても難しかったですが､実際

に学校に通う事で､その違いを体感し､異文化に触れるこ

とができ､とても良い経験になったと思います。

　また､その他の休日は、日本語を選択しているホスト生

達が企画して遊びに連れて行ってくれました｡我々派道生

とブラウワー生の数人でプールに行ったり､公園に行った

りと色々な事を私達のために企画してくれ､充実した休日

を過ごすことができました。

　ウォーナンブールの滞在は２週間と短かったですが､今

までの中で一番濃い２週間を過ごすことができ､本当にた

くさんの思い出が出来ました｡出発するまでの不安が嘘の

ようで､現地での生活は､楽しく充実していました｡現地の

学校に通うことは､個人旅行ではなく､ホームステイだか

らこそ体験出来たことで､派遣生として参加できたことを

心より嬉しく思います｡この経験を良い思い出だけで止め

てしまうのではなく､将来に活かしていきたいと思ってい

ます。

　ロータリークラブの皆様にご支援をいただき､ありがと

うございました。
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神奈川県立横須賀明光高等学校 1 年
加藤 勇吹さん

神奈川県立追浜高等学校 2 年
倉島 菜奈美さん
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2014 年 8 月 28 日　第 2569 回 例会 
◇ 点　　鍾　12 時 30 分

◇ ロータリーソング『それでこそロータリー』

◇ ゲスト・ビジター紹介

　　県立横須賀明光高等学校 1年　加藤勇吹さん・ご家族

　　県立追浜高等学校 2年　倉島菜奈美さん

　　三浦市教育委員会教育部青少年教育課 主事 田中昌徳様

　　神奈川新聞・三崎港報社・タウンニュース

　　　

◇ 国際ロータリー会長

　　　　　ゲイリー C.K. ホアン（台北 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー

　　　　　渡辺　治夫（横須賀 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1グループ

　　　　　ガバナー補佐　鈴木　康仁

◇ 三浦ロータリークラブ

　　　　　　　　会　　長：鈴木　正孝

　　　　　　　　副 会 長：土田　成明

　　　　　　　　幹　　事：芹川　直行

◇ 公共イメージ委員会 

　　　　　　　　委 員 長：大石　精一

　　　　　　　　副委員長：木村　謙蔵

　　　　　　　　委　　員：長瀬　六朗

◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘

◇ 例会場　三浦商工会議所 3階ホール

　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎２丁目２２番６号

◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346

◇ website　http://www.miura-rc.jp

 会長報告　鈴木正孝会長

　皆様こんにちは、残暑が一段落して

過ごしやすくなりました。お元気

にお過ごしでしょうか。久しぶり

の会議所での例会です。先日、

横浜銀行で振り込め詐欺を未然

に防ぎました。今年 2回目で、

佐藤支店長の指導の成果が出てい

ますね。

　8月8日は親睦例会で横浜でのディ

ナークルーズでした。出発時にお一

人置いてきてしまったといったハプニングがありました

が無事に到着しました。船上では美味しい料理と素晴ら

しい夜景を堪能してきました。秋本親睦委員長ありがと

うございました。

 お盆休みの後、21 日は芋植え青空例会でした。横須賀

北クラブから福島さんと三木証券から 2名の応援があり

1時間半ほどで植え終わりました。炎天下での作業でし

たが皆さんご無事で安心しました。作業後のスイカがと

ても美味しかったです。菊池社会奉仕委員長ありがとう

ございました。翌 22 日は横須賀クラブの例会に出席しま

した。いつもながら会員数の多さに圧倒されました。　

　今日はウォーナンブール派遣学生の加藤さんとお母様、

倉島さん、教育委員会の田中さん、ようこそ例会にお出

でくださいました。実は私も中学 3年の時 2週間アメリ

カでのホームステイを経験しております。その素晴らし

い期間は今でも心に残っています。皆さんも素晴らしい

体験をされたことでしょう。後ほどお話下さい。

 本日の報告は以上です。今日も宜しくお願いします。
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・会員総数：25 名

　本日出席：14 名　欠席：10 名　出席率 58.33%

・MAKE UP

　鈴木康仁＜地区会議 3回＞

　星野雄＜地区会議＞、鈴木（正）・芹川・鈴木（康）

　秋本＜3役会＞

　草野＜社会奉仕＞　

により、出席率は 95.83％となります

 出席報告　藍田 和男 会員　

　三浦市は、三方を海に囲まれた

半島の町です。

　地震による津波の被害も想

定される今日、市民や観光客

の方々を高台へ避難誘導する

パネルが必要であると考え

て、この考えに賛同する市内

の各団体と協力し、避難誘導

板を三浦市に寄贈しました。

　高台の方向を記した「高台避難

看板」は、市が作製したハザードマップに示される

避難誘導路に合わせた場所のほか、各種イベント等

が開催される会場など、約 100 ヶ所に設置されます。

　大きさは A3 サイズで、アルミ板を使用した頑丈

な作りになっています。デザインは、総務省消防庁

指定の全国共通のも

ので、高台や人、津

波を表す絵が描かれ、

その下に高台の方向

を示す矢印が記され

ています。

　表記は日本語と英

語の 2種類。夜間で

も看板に気が付くよ

うに、ライトなど光

に反射する加工が施

されています。

「避難誘導板」について　 秋本 清道 会員

ニコニコ BOX 集計報告
 本   日    前回迄   累　計   
ニコニコ 9,000 円 42,000 円 51,000 円
財      団 1,000 円 13,000 円 14,000 円
ポ  リ  オ 1,000 円  16,000 円 17,000 円
米　　山 2,000 円 11,000 円 13,000 円
周　　年 0 円 2,000 円 2,000 円
　 計 13,000 円 84,000 円 97,000 円

 ニコニコ BOX 報告　藍田 和男 会員

・鈴木正孝　派遣生の皆様、おかえりなさい。今日は、お話

　を楽しみにしています。よろしくお願いします。

・芹川直行　①ウォーナンブール派遣性の皆さん、ようこそ。 

　②秋本さん、写真ありがとうございます。 

　③前回、イモ苗植え例会欠席して申し訳ありませんでした。

・星野　雄　横浜港クルーズ、楽しませて頂きました。

　先週、芋の苗植えお疲れ様でした。本日、ウォーナンブー

　ル派遣生の倉島さん、加藤さん、報告楽しみにしています。

・鈴木康仁　派遣生の皆さん、元気で帰ってきて何よりです。

　お話を楽しみにしています。

・高木　巌　加藤勇吹さんとご家族、倉島さん、教育委員会

　田中様、三浦RCにようこそお出で頂きました。

　横浜クルーズ、写真ありがとう。

・藤喜代司　加藤さん、倉島さん、お疲れ様でした。

　楽しく過ごせたでしょうか？。

・長瀬六朗　先週は欠席いたしましてすいませんでした。

 幹事報告　
＊ 地区より

　　ガバナー月信、月信原稿依頼

　　地区便覧米山奨学生カウンセラーアンケート　　　

サンパウロ国際大会について

　　Ｒ財団月間卓話及び財団補助金申請に関する説明

　　職業奉仕月間卓話者及びセミナー

　　RI より職業奉仕に関するリソース

＊ ロータリーの友

＊ 2013 ～ 14 年度　ＩＭ報告書、収支報告書

＊ 第１Ｇ合同例会収支報告書

＊ ロータリー文庫資料目録　　　　　

＊ Ｒ財団寄付金領収書、９月 RIﾚｰﾄ102 円

＊ ハイライトよねやま、米山梅吉記念館報　

＊ 逗子ＲＣ　週報送付停止に関する連絡

＊ 第１G第４回三役会案内

＊ ９月例会案内

　 横須賀 RC、横須賀北 RC、横須賀西 RC、横須賀南西 RC

＊ 週報　横須賀北 RC、横須賀西 RC、横須賀南西 RC、須坂 RC

＊ 活動計画書　須坂 RC

＊ 横須賀ＲＣ・横須賀西ＲＣより

　　　三浦学苑ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ設立総会参加案内

＊ 三浦市社会福祉協議会　賛助会費協力依頼

＊ 法人会三浦地区会

　　米軍第７艦隊バンドコンサート会長臨席依頼　　　

　　　　　　　　　（他、チケットあります）

＊ 三浦商工会議所優良従業員表彰協力願い

＊ ボーイスカウト日本連盟　支援願い

＊ ＤＭ等　パソナグループ、ＪＩＣＡ

高台へ避難
Evacuation to higher ground

寄贈　三浦ロータリークラブ
三 浦 市

青少年姉妹都市国際交流派遣事業に参加して

　私はオーストラリアで 16 日間生活し､様々なことを学

びました｡初めての海外で両親や親戚は心配していました

が、自分白身には緊張はなく、とても楽しみでした。

 オーストラリアに到着して感じたことは、日本の暑さと

逆でとても寒く、赤道を越えて北半球から南半球へ渡っ

てきたことを改めて感じました。日本の夏の格好で行っ

た私は、非常に寒かったです｡一方で､ホストファミリー

はとても優しく、みんな明るく温かい家族でした｡家族に

は男の子が 2人いて､一緒にサッカーを楽しみました｡ホ

ストのお母さんはジョークが好きで面白い方でした。

　ウォーナンブールでは､様々な学校に通い､授業に参加

しました｡言語が違うだけでここまで問題が難しくなるん

だなと威じました｡また､それぞれの学校では、日本には

ない､リセスという時間があり、多くの生徒とコミュニ

ケーションを取ることができました。

　リセスとは､授業間の休み時間のことで､休憩時間は 30

分以上あり、生徒は､この時間におやつ等を食べたりして、

自由に過ごすことができます。

　食事で印象に残っているものは、特にチーズが美味し

く、ピザやクラッカーなどを堪能しました｡また､受入れ

の調整役であるプラウアーカレッジのアンドレア先生宅

のホームパーティーに参加した際の食事や､他の派遣生の

ホストファミリーと一緒に開いたパーティーに食べたカ

ンガルー肉も､深く印象に残っています｡カンガルーの肉

は、少し癖がありましたが､美味しかったです。

　初めての体験は他にもたくさんあり､それぞれがとても

楽しく､カルチャーショックのある派遣活動になりました｡

会話がスムーズにできるように英会話能力を向上させる

という目標もできました｡会話が円滑にできれば､さらに

海外生活を充実させることができると思います。

　今回の派遣は､貴重な体験になりました｡ロータリークラ

ブの皆様にもご支援をいただき､本当にありがとうござい

ました。

　８月７日から 16 日聞､派遣生

としてオーストラリア､ウォー

ナンブールヘ行きました｡私に

とって初めての海外であったの

で､全てが初めての経験で､と

ても楽しく印象的でした。

　その中でも､より強く印象に

残っている事についてお話しし

たいと思います。

　私達はウォーナンブールに

金曜日に到着したので､その

次の２日間はそれぞれホストファミリーと過ごしました｡

私は､スーパーや雑貨屋さんにたくさん連れて行ってもら

いました。日本よりも大きく、改めて海外に来たんだな、

と実感する２日間でした｡平日はウォーナンブール市長を

表敬訪問したり､エマニュエルカレッジ､プラウアーカ

レッジ､ウォーナンブール小学校に行ったりと充実した活

動を行いました｡今回私達が訪問させていただいた３つの

学校では､どの学校でも日本語を勉強していて､驚くと同

時に嬉しかったです。まだ小さい小学生が､紙を見なが

ら､一生懸命日本語で質問をしてくれたことが､とても印

象に残っています。

　学校訪問については､ホスト生の通うブラウワーカレッ

ジに最も多く通いました｡全ての生徒がパソコンを持って

いて､それを授業に活用しているのに驚きました｡また授

業時間も曜日によって違ったり､上級生しか着ることが許

されていない制服があったり、日本とは異なる事がたく

さんあって､把握するのがとても難しかったですが､実際

に学校に通う事で､その違いを体感し､異文化に触れるこ

とができ､とても良い経験になったと思います。

　また､その他の休日は、日本語を選択しているホスト生

達が企画して遊びに連れて行ってくれました｡我々派道生

とブラウワー生の数人でプールに行ったり､公園に行った

りと色々な事を私達のために企画してくれ､充実した休日

を過ごすことができました。

　ウォーナンブールの滞在は２週間と短かったですが､今

までの中で一番濃い２週間を過ごすことができ､本当にた

くさんの思い出が出来ました｡出発するまでの不安が嘘の

ようで､現地での生活は､楽しく充実していました｡現地の

学校に通うことは､個人旅行ではなく､ホームステイだか

らこそ体験出来たことで､派遣生として参加できたことを

心より嬉しく思います｡この経験を良い思い出だけで止め

てしまうのではなく､将来に活かしていきたいと思ってい

ます。

　ロータリークラブの皆様にご支援をいただき､ありがと

うございました。

2569-3

神奈川県立横須賀明光高等学校 1 年
加藤 勇吹さん

神奈川県立追浜高等学校 2 年
倉島 菜奈美さん
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