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ロータリー：変化をもたらす
地区方針 「今日からロータリーを楽しもう！」
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平成29年9月6日（水）
第1258回（当年度第9回）例会
本日のプログラム
クラブフォーラム
RC杯ミニサッカー大会
打合せ
第1256回（当年度7回）の記録
□平成29年8月23日(水)18:00～19:00
□会場 一宮商工会議所ビル3Fホール
□開会の点鐘 飯盛会長
□ロータリーソング 「それでこそロータリー」
□ゲスト 佐々木規子様 （修文女子高等学校IAC顧問）
舘
優奈さん（
〃
2年副会長）
関戸 美帆さん（
〃
2年副会長）
松岡 晃子さん（青少年交換派遣学生）
レアンさん
（青少年交換受入学生）
松岡耕平様・直子様（ホストファミリー）
石川綾子様（ホストファミリー）
□会長挨拶
飯盛 男
皆様、今晩は、日頃より「ロー
タリー」に御理解をいただき誠に
ありがとうございます。心より感
謝申し上げます。
本日の御客様は、女子高生が4
人来てくれました。（もちろん、
フランス人留学生も含めてです）
例会場も華やかで増々雰囲気が良
くなります。そこで、今回は、高
校野球の甲子園大会についてで
す。今日の決勝戦で花咲徳栄が優
勝しました。両校共御疲れ様でした。又優勝校は、お
めでとうございます。準優勝校の広島広陵校はあと一
歩でした。グットチームでした。毎年が感動の大会で
す。今回のヒーローは、広島広陵高校のキャッチャー
中村選手、ホームラン6本の新記録、すばらしいです。
これからの野球会に新星誕生、成長が楽しみ。又期待
します。ドラゴンズに来ないかな？無理かな。
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9月のお祝い事
♪会員誕生日おめでとう
春木

和美君（19日）

鵜飼

俊光君（23日）

宮田

浩二君（21日）

□ニコボックス

☆飯盛 男会長
留学生レアンさん、松岡さん、又修文インターアク
トクラブの方々、ようこそおいで下さいました。
ロータリーを体験して楽しんで下さい。
☆松前憲典君
国際交流交換学生レアンさんの来日を心からご歓迎
申し上げます。日本との親善を深めて下さい。
インターアクト海外研修報告に佐々木先生と舘さん
と関戸さんにお越しいただきました。益々頑張って
下さい。
☆森俊一郎君
松岡晃子さん、レアンさん、一年間頑張って下さい。
☆小野木宏君
例会に出席できたので。
☆小島三男君
レアンさん、日本を楽しんで勉強して下さい。
☆柴田裕市君
フランスからレアンさん、ようこそ！又、修文女子
高等学校のお二人 舘優奈さん、関戸美帆さん、海
外研修報告を宜しくお願いします。
☆永田 正君
レアンさん、ようこそ日本へ、そして我がクラブへ1
年間十分に楽しみ、そして日本を好きになって下さ
い。
☆春木和美君
ちょっとひさしぶりの例会になってしまってごめん
なさい！レアンさん、初めまして！ようこそ！！一
宮中央RCへ！！仲良くしてネ。
☆今井多美子君
レアンさん、松岡さん、一年間大いに楽しんで下さ
い。二度とない経験だと思いますよ。
会 員 総 数

45名

出席

出席会員数
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報告

他クラブ出席数

0名
前々回
(8/2)

修正出席率

64.44％
93.33％

基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間

☆石川正弘君
レアン様がボルドーからいらっしゃいました。皆さ
ん、よろしく協力お願いします。
☆伊藤恒二郎君
永田直前会長、先日はごちそう様でした。
☆松前裕己君
レアンさん、ようこそ日本へ。楽しい留学生活とな
りますように。インターアクトの皆さん、発表がん
ばって下さい。
☆松前和子君
レアンちゃん、一宮へようこそ。インターアクトの
皆様、よろしくお願いします。
☆宮田浩二君
インターアクト海外研修報告、舘さん、関戸さん、
報告楽しみにしております。
☆尾関一之君
例会に出席できたので。
☆鵜飼俊光君
お盆に初孫（女の子）が生まれました！
☆山田秀代君
みなさん、久しぶりです。
☆山﨑義人君
毎日、暑いですネ。ノド元が生ビールを欲しがって
います。ああ～飲みたい。
☆秋田敬治君
IAC海外派遣研修お疲れ様でした。舘さん、関戸さ
ん、次は青少年交換ですね？お二人への期待は大き
いですが、可能性は∞無限大ですよ！レアンさん、
日本を一杯楽しんで下さい！
☆長橋國和幹事
本日レアンさん、いらっしゃい。インターアクトの
皆様、いらっしゃい。どうぞごゆっくり。

8月22日レアンさん出迎え（中部セントレア空港）

8月22日一宮市長表敬訪問
レアンさんと松岡晃子さん

□青少年奉仕委員会より報告
石川青少年奉仕委員長
フランスから青少年交換学生が来日いたしました！
名前は、ジュルミエ レアン フランソワーズ エリアン
さんです。ニックネームは、レアン。
フランス ボルドー地方出身で、1999年7月7日生の
18才。第1690地区ボルドーエストRCより派遣。
9月から、大成高校2年生に編入し、通学します。

インターアクト海外研修報告

「オーストラリア研修に参加して」
修文女子高等学校IAC 舘優奈さん
私の海外派遣研修の目標は、「初めての海外を通して
美味しいものを食べて沢山の刺激を受けて日本に帰っ
て く る。」こ と で し た。飛 行 機 を 乗 り 継 ぎ、バ ス に
乗って夜遅くに着いたホテルでは、従業員が英語で会
話をしていたり、とても寒かったりとオーストラリア
に着いたことを実感しました。次の日は、晴天に恵ま
れパースの大自然を体全体で感じることができたり、
初めてドルを使ってフィッシュアンドチップスを買っ
たり、フリーマントルでショッピングをすることがで
きました。その日の午後は私が１番不安だったホーム
ステイ先の家族との対面でした。ホストファミリーと
家に帰る車内では、コミュニケーションをなかなか取
ることができませんでした。私の、ホームステイ先の
家族構成は、車が好きなお父さんと料理が上手なお母
さん、そして、大学生のお姉さんとお仕事をしている
兄さんが２人、私と同じ学年の17歳女の子の、6人でし
た。ホストファミリーは、本当に明るく賑やかで、私
のことも温かく迎え入れてくれました。１７歳の女の
子は釣りが趣味で、いつも釣りをしている場所に連れ
て行ってくれて、ブラックスワンも見ることができま
した。その日の夕食はパスタでとても美味しかったで
す。次の日の２８日は、パースの学校に行きました。
パースの学校では、毎授業ごとに休み時間がなかった
り、授業中にパソコンやケータイを普通に使っていた
り、イヤホンをしていたり、写真を撮る授業や、フラ
ンス語の授業など、日本にはない授業が体験できた
り、とても新鮮でした。その日家に帰ると、結婚して
離れて暮らしている１番上のお姉さんと、とても可愛
い3歳の男の子と9ヶ月の女の子が家に遊びに来てい
て、英語が話せなくても仲良くなることができまし
た。２９日のパース動物園に行く時も３歳の男の子と
お父さんがお見送りしてくれました。カンガルーやコ
アラ、ワラビー など、オースト ラリアの有名 な動物
を、とても近くで見ることができ、とても嬉しかった
です。３０日の休日も１番上のお姉さんが、２度目の
フリーマントルや海に連れて行ってくれました。とて
も楽しくてあっという間に１日が終わり、２度目の学
校もすぐに終わってしまい、ホストファミリーとのお
別れもとても早く感じました。その後の、日本の文化
紹介では、小さい子達と習字をやったりとても楽し
かったです。オーストリアの食べ物も美味しかった
し、オーストリアと日本の違いについても学ぶ事がで
きとても良い経験になりました。

「海外派遣研修を終えて」
修文女子高等学校IAC 関戸美帆さん
今回の海外派遣研修で初めて日本の外に出ました
が、楽しみよりも不安で一杯でした。でも来たからに
は何事にも恐れないで精いっぱい頑張ろうと思いまし
た。オーストラリアの事は、コアラとカンガルーがい
ること以外ほとんど知らない国でした。
パースに到着してまず感動したのは、綺麗な景色で
す。緑が多く建物も日本と違い新鮮で、写真を撮らず
にはいられませんでした。他にも様々なスポーツがで
きる広場があったり、日本でいう高速道路が無料で利
用できるなどとても住みやすそうだなと思いました。
ただ歩行者の信号については、とても短くすぐに変
わってしまうので、驚きました。
オーストラリアで一番苦労したことは、やはり日常
会話です。もともと英会話が苦手ということもありま
すが、会話が速いため内容を理解するのに時間がか
かってしまい、長文だと最後まで理解できなくて大変
でした。幸い私のホストマーは日本の方だったので、
日本語で教わりながらホストファミリーと話すことが
出来たので良かったです。しかし、高校で授業を受け
ているときや話しかけられたときは全く分からず、電
子辞書で調べたりジェスチャーを入れながら会話をし
ました。またお金の支払いも、円とドルの変換がすぐ
に出来ず、ドルの下にセントもあるので、慣れるまで
はとても大変でした。
オーストラリアの高校も日本と違うところが多くあ
りとても新鮮でした。二時間目授業後に、外へ出てお
菓子を食べる時間があったり、授業の始めと終わりの
あいさつがなかったり、ランチは外で食べるなど、日
本の授業と違って面白かったです。学生さんも日本の
こと聞いてくれたり、日本の好きなアニメを教えてく
れたりして親近感がわきました。
ホストファミリーはお父さん、お母さん、十二歳の
女の子と十歳の男の子、そして犬と猫が一匹ずつで家
族全員とても仲良しでした。私にもとても親切で、好
きなことや私の家族についてたくさん質問してくれた
ので、会話が弾み楽しく過ごすことが出来ました。
ショッピングではおすすめのお土産を教えてくれた
り、休日には動物園に連れて行ってくれてコアラやカ
ンガルーに触ったり、たくさんの思い出を与えてくれ
ました。夕食ではオーストラリア流ご飯の作り方など
を教えてもらいましたが、食物調理科の私にとっては
なによりもかけがえのない時間でした。最後の日には
一緒に習字を書いたり、ゲームをしたりと本当に楽し
く充実した1週間でした。その分、ホストファミリーと
の別れは、とても辛かったです。
私は今回の海外派遣研修を通して、色々なことを学
びました。言葉やカルチャーの違いだけでなく、食べ
物 や 授業 の スタ イル など、日
本にいては分からないことを
知 る こと が 出来 まし た。で も
一 番 感じ た のは、人の 優し さ
で す。見ず 知 らず の日 本人 に
親 切 にし て くれて、優 しさ と
温 か さを 感 じま した。自分 が
成長できたかどうかは分かり
ま せ んが、オ ース トラ リア で
学んだことをこれからの活動
に活かしたいと思います。

納涼ファミリークルーズ

第1257回（当年度8回）の記録
□平成29年8月30日(水)18:00～
□会場 名古屋港クルーズ
□開会の点鐘 林副会長
□サイン受付 4名
□ビジター 伊藤 翔様・鷲尾文菜様（一宮RAC）
□ゲスト
東 成至様（山田秀代会員紹介）
レアンさん（青少年交換受入学生）
松岡耕平様・直子・英貴様（ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ）
□副会長挨拶
林 倫子
第1257回例会を始めます。
今日は「納涼ファミリークルーズの夕べ」
に、ロータリアン、そしてご家族の皆さまに
も多数ご参加いただき、ありがとうござい
ます。
実は私、初名古屋港です。近くに生まれ育ち
ながら、名古屋港にはご縁がなく、来たこと
がありません。ましてや、海上から名古屋港
を見る。初めてです。今宵の企画、担当委員会、そして松岡
委員長、ありがとうございます。クルーズ船からの眺めも最
高、お料理も楽しみです。
先週末、飯盛会長から電話がありました。いつもの調子で、
『みっちゃ～ん、また入院したんだわ。迷惑かけてごめ～
ん』ということです。しばらく入院が続くと思います。私の
会長代行挨拶で我慢してください。
今宵は、会長不在でご心配をかけますが、林家専任ソムリエ
に選ばせたワインをお持ちしました。どうぞお楽しみくだ
さい。それでは、ロータリアンとそのご家族の皆さまで、今
宵のクルーズを十分にご堪能ください。終わります。

会 員 総 数

45名

出席

出席会員数

29名

報告

他クラブ出席数

0名
前々回
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修正出席率

□ニコボックス
☆森俊一郎君
今日は楽しい企画をありがとうございます。
☆松岡正浩君
クルージング、楽しみましょう。
☆永田 正君
松岡委員長、楽しい企画大変楽しみに出席致しました。準
備大変だったと思いますが御苦労様でした。
☆今井多美子君
本日は、サムライクルーズ、楽しみに参りました。皆さん、
盛り上がりましょう！
☆石川正弘君
クルーズ楽しみです。
☆伊藤恒二郎君
良いことがあったので。
☆松前裕己君
クルージング楽しみです。
☆松前和子君
例会に出席できたので。
☆宮田浩二君
会員増強の会です。サムライクルーズ最高です。東さん、
入会おめでとうございます。
☆大野ひろみ君
今日は楽しみにしてきました。よろしくお願いします♪
☆尾関一之君
松岡委員長、今日は宜しくお願いします。
☆山﨑義人君
例会に出席できたので。
☆春木和美君
会員増強委員会のみなさん、今日はクルージングで例会
をありがとうございます。楽しませていただきま～す。

64.44％
91.11％

次回 9月13日（水）の予定
ガバナー補佐訪問
西村利夫様（尾張中央RC）

