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　2014年8月28日
第３１６８回例会

プログラム

　　　　　第２回研修例会

卓話井上穂君(豊橋ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝＲＣ)

　　テーマ｢ロータリーは今！｣

　(不易な理念を軸に､新たな発展へ)

ロータリーソング｢四つのテスト｣

　　　　　　第3167回例会の記録

　　　　　　2014年8月21日(木)

会長挨拶　　　　　　　　　　　　　磯部茂

　昨日は広島地方で集中豪雨による土砂災害が

発生し大変悲惨な状況であります。亡くなられた

方々のご冥福をお祈りしますとともに､被災された

皆様に心よりお見舞い申し上げます。昨今ではこ

のような災害がどこで起きても不思議ではない異

常気象が続いております｡対岸の火事と思わず常

の心がけを怠らないよう努めたく思います。

　さて本日の例会はインクーアクトの海外研修のご

報告となっています｡7月23日から7月31日まで、

オーストラリアでの研修でした。後ほどのＤＶＤの

拝見楽しみにしています。

　インターアクトクラブは1962年に米国で創設さ

れ､翌63年には日本で仙台に出来だのが最初で

す。今日お越しいただいています俳文女子高校

には1984年に創立され今年でちょうど30年となり

ます｡ 2760地区には現在15のクラブがあり､それ

ぞれの地域で活動されロータリークラブのファミリ

ーとしてご協力いただいています｡今後次世代を

担っていく皆さんに大いに期待します。

｢ロータリーの友8月号｣副委員長　　内田勉

　まず横組をご覧下さい｡表紙は、見る分には涼

しげなマッターホルンの写真です｡ 14 ページには、

『Facebookで交流』と題し､Facebookグループを
用いた活動の様子が害かれています。

16ページからは､『ようこそ！アボリジニーの大地
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｢陵王｣面 真清田神社蔵

幹　　事則竹
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広報会報委員長小島

伸也
英寿
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へ』と題し､シドニー国際大会の模様として､オー

ストラリア政府がポリオ撲滅活動のために1億オー

ストラリア＄の寄付を表明したことなどが書かれて

います｡続いて縦組をご覧下さい。

　表紙は､特別天然記念物の雷鳥の親子の写真

です。 18ページの卓話の泉では､『日本の医療は

どうなる2030年問題』と題して､かしま病院の中山

名誉理事長のお話が掲載されています。65歳以

上の人口が7％→14％となるのに、仏は115年、

英は47年かかっているのに対し、日本は24年と

高齢化が急速に進んでおり、益々地域の助け合

いが必要と書かれています。28ページのRotary

At Work では､『地域で認知症の方を支えるため

に』と題し砂川ＲＣで開催された講演模様が紹介さ

れています。｢同じことを繰り返して話す、人の名

前を思い出せない､置き忘れやしまい忘れなど軽

い認知症の始まり｣とのことです

委員会報告

出席報告　　　　　　　委員長　　瀬古篤司

　現在の会員数　　　　　　　　　　　　　91名

　木目のビジター　　　　　　　　　　　　　1名

　本日の出席数　　　　　　　　　　　　52名

　他クラブ出席数　　　　　　　　　　　　　9名

　本日の出席率　　　　　　　　　　　67.03％

　前々回の出席率　　　　　　　　　　97.29％

ニコボックス

☆渡辺文雄君(名古屋RC)

　　磯部会長のご健康とご活躍をお祈りします。

☆足立誠君

　　犬山RC青少年交換留学生として伏見来人くん

　が､この8月にアメリカに向けて出発しました｡たび

　たび一宮RCの関係者にお世話になります。

☆　白木規博君

　　この度､歴史と伝統ある一宮ロークリークラブの

　一員となることになりました｡微力ではありますが、

　クラブの名誉を汚さぬよう精一杯努めさせていただ

　きますので､何卒宜しくお願いいたします。

☆磯部茂君則竹伸也君

　新入会員、白木規博君をお迎え出来た喜びで。

　インターアクトクラブ海外研修報告に､滝川貴水さ

ん､伊藤百花さん､顧問の石井恭二先生をお迎えし

た喜びで。

☆磯部茂君

　昨日の中部経済新聞に一宮ロータリークラブ会長

として記事を掲載して頂いた喜びで。



＊＊＊＊＊＊プログラム＊＊＊＊＊＊

　　インターアクトクラブ海外研修報告

　修文女子高等学校インターアクトクラブ

　　　　　　　　3年生副会長滝川貴水さん

　初めての海外研修で期待と不安がたくさんあり

ました。二回の事前研修を通して共に行くことに

なったメンバーと仲良くなるためにアトラクション

などをしました。

　一回目の事前研修では、メンバー全員の顔と

名前を覚えようという河合先生からの課題があり

ました。私は、入の顔と名前を覚えることは得意

だったのですが、みんなはあだ名や下の名前だ

けを覚えていたので、フルネームで全員の名前

を言えたことがとても嬉しかったです。

　二回目の事前研修では、英語で自己紹介をす

るという課題がありました。英語の授業は好きで

すが､英語を話すことは苦手だったので出来るか

不安でしたが､何とか終えることができました。歌

の練習をあまりやっていなかったので歌えなかっ

た時は､ちゃんと歌えるようにしていなかった自分

に反省しています。

　年次大会も無事に終えることができ、いよいよ

出発の朝を迎えました。とても楽しみでしたが興

奮していたのか鼻血が出てしまい大変でしたが、
無事飛行機に乗り込むことができたのでよかった

です｡これからオーストラリアに行くんだとわくわく

した様子でさらに楽しみになりました。飛行機に

長時間乗るのは､映画をたくさん見ることができる
けど疲れるものだなあと思いました。

　オーストラリアに着いて最初に感じたことは､寒

くない、でした。冬だと聞いていたので半袖では

寒いかと思いましたが、動くので意外と暖かかっ

たです｡夜中に着いたので初日はホテルヘ泊ま

り、次の日は市内観光から始まり、ニューボロー

小学校でホストファミリーと対面しました。名前と

年齢しか知らなかったので､どんな家族なんだろ

うと楽しみな反面、上手く話せるかなど不安でし

たが、笑顔で迎え入れてくれたので緊張で強ば

っていた私の顔も自然と笑顔になりました。私の

気分や体調などを気にして話しかけてくれるけれ

ど、単語などでしか返事ができなかったので､英

語で話せたらと悔しい思いもしたけれど、この機

会がなければ思うこともなかったなあと思うと、とて

も良い経験でした。話せないときは何よりも笑顔

でいることを忘れずに過ごしました｡笑顔が人に

与える力、コミュニケーションにとっての大切さを

学びました。

　たったの一週間でしたが、こんなにも濃い一週

間を過ごしたのは初めてでした。自分は、なんて

恵まれていて幸せなのだろうと思います。関わっ

た全ての人々、特にロータリークラブの方に感謝

しています｡ありがとうございました。

　　　　　　｢海外研修を終えて｣

　　　　　　　　　　　　2年生伊藤百花さん

　私は最初、初めての飛行機に乗る事や初めて

の海外､英語がどうなるかなどいろいろ不安があ

りましたが､何事もなくオーストラリアまで着き、楽

しく過ごし､無事に帰ってくることができたので本

当によかったと思います。

　オーストラリアでは、いろいろな所に行きました。

スワン川は､流れている感じがしないくらい大きく

て長い川で、とてもびっくりしました。モンガー湖

は､とても広い湖で､みんなでジャンプしながら写

真を撮ったりとても楽しかったです｡キングスパー

クには、戦争で亡くなった人の名前がたくさん書

いてある建物があり、そこに書いてある名前の量

にとても驚きましたが、今後忘れないためにも大

切なことで残していくべきものなんだろうなと思い

ました｡たくさん行った中でも、一番印象に残って

いるのは､動物園です｡一番晴れてほしいのに、

大雨でズボンなどがぐちやぐちやになってちょっと

残念でしたが、私は動物が好きなので、とても広

く、日本にはいない動物もたくさんいて、とても楽

しかったです。日本の動物園よりも動物が野生に

いるような感じで､近くで感じることができました。

特にカンガルーは、隣に並んで写真を撮ったぐら

い近くて､こんな動物園もいいなと思いました。雨

で元気のない動物もたくさんいて残念でした。晴

れた日に行ってみたら､もっと楽しむことができる

だろうなと思いました。

　私のホストファミリーは､マザーとファザーと女の

子2人でした｡ホストファミリーの家が遠くて、送り

迎えができないと日本語スタッフの人に最初に言

われた時は、一気に不安と緊張が募りましたが、

初対面の時､あたたかく迎えてくれたのでとてもう

れしかったです｡最初はやっていけるか心配でし

たが、日本のことやオーストラリアのことを話したり、

お土産を渡したりして少し打ち解けることができ、

その後は女の子建と折り紙をしたり、ゲームをし

たりととても楽しい日々を過ごすことができました。

お姉ちやんの方が、日本語学校に行っていると

聞いて、学校の教材を見せてもらうと、日本の英

語の授業と反対でとても面白かったです。

　他には､オーストラリアの小学生や高校生､ロー

ターアクトの人だちとの交流などもしました。

　私にとってこの７泊９日は、とても充実していた

し､新しいことをたくさん学ぶことができました｡私

は英語をあまり理解できなくて、とても申し訳ない

気持ちになることもたくさんあったので、これから

もっと勉強したいなと思いました。

　このような貴重な経験をすることができたのも、

ロータリークラブの皆様のお蔭です。ありがとうご

ざいました。

　　　　　　　例会変更案内

クラブ名 例会日 例　会　場 受付

犬　　　山 9月　２日(火) 名鉄犬山ホテル 有
尾　　　西 9月　８目(月) 尾西信用金庫本店 有
尾張中央 9月10日(水) 名鉄グランドホテル11階 有
尾張中央 9月24日(水) 名鉄グランドホテルｎ階 有
江　　　南 9月11日(木) 江南商工会館 有
一宮中央 9月17日(水) 一宮商工会議所(17:30～) 有
稲　　　沢 9月17目(水) 林商事ビル1階 有

※ 時間に指定のないクラブの受付は12:00～12:30です。
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