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2019 年 8 月 29 日　第 2781 回 

◇ 国際ロータリー会長
　　　マーク・ダニエル・マローニー （East Nassau RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　杉岡　芳樹（相模原 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　小林　康記（横須賀 RC）
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓鈴木　正孝
　　　副 会 長︓笠倉　正弘
　　　幹　　事︓岩野　　明
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓秋本　清道
　　　副委員長︓小高　徳之
◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘
◇ 例会場　三浦商工会議所
　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎 3 丁目 12 番 19 号
◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346
◇ website　http://www.miura-rc.jp
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ロータリーは
世界をつなぐ

1919 年 8 月 29 日　第 2781 回 例会
◇　点　　鍾　12時 30分
◇　ロータリーソング　『手に手つないで』
◇　四つのテスト唱和
◇　ゲスト・ビジター紹介
　　　三浦市役所教育部 青少年教育課  ソリバン 様

　会長報告　代理　　　　　　　　笠倉　正弘
　皆さんこんにちは。今日は久
しぶりの通常例会となります。
約 1カ月の間に行われていたこ
とを振り返ってみたいと思います。
まず、7/29（月）に第一グルー
プの合同例会が横須賀商工会議
所にて行われました。
5グループが一堂に会して集ま
る機会はなかなかないので、他
グループの交流など貴重な日となります。
まだ出席されたことのない方は、是非一度参加をし
てみると良いと思います。

8/6（火）は三浦海岸納涼花火大会でした。
魚敬にて食事後、窓から花火を見て楽しむことができました。
翌日の 8/7（水）は鎌倉パークホテルにてＲＩ会長の晩餐会が行われ、会長、幹事と出席しました。
三浦市は、神奈川県の高齢化率第 3位であり、奇しくも同じテーブルに、高齢化率 1位の湯河原ＲＣ、第
2位の真鶴ＲＣとテーブルが一緒でした。
8/22（木）は、芋植え例会を三崎口駅近くの畑で行われ、炎天下のもと、皆さんでイモを植えました。
畑にイモを置いて、あとは機械で土を埋めてくれるので、簡単な作業でしたが、真夏の作業は無理をして
はいけないものです。
10月最初には草刈りも行われるので、ご予定の合う方は参加をお願い致します。
10月 20日（日）地区大会が開催されます。
相模大野と少し遠い場所ですが、2780 地区のグループが集まる大きな大会なので、皆さんもお越しいた
だければと思います。
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　卓　話　ウォーナンブール派遣報告　　　　　　　　三浦市役所教育部 青少年教育課  ソリバン 様
三浦市役所教育委員会より事務の担当をしております、ソリバンと申します。
この事業の支援をいただき、ありがとうございます。
ウォーナンブール市とは 1992 年に姉妹都市の盟約を結びました。
これまで三浦市から 25回、計 260 名の学生がウォーナンブールへ訪問し、ウォーナンブールから 22回、計
179 名が三浦市に来られました。
市民同士のつながり、国際的視野を持つ青少年の育成を目的とし、ウォーナンブールへ行くのは一度のみと決
まっています。

　幹事報告
お誕生日お祝　芹川直行 会員　　Ｓ３１．８．２　　　　
　　　　　　　大石精一 会員　　Ｓ３０．８．５　　
　　　　　　　奥山浩司 会員　　Ｓ２８．８．１５
　　　　　　　長島満理子 会員　Ｓ４５．８．２４
　　　　　　　福地宏章 会員　　Ｓ５４．８．２９　
＊入会月祝　　大石精一 会員（2017）

＊横須賀南西ＲＣ　第 1927 ～ 1929 回週報　　　　　　　　　　
＊合同例会週報
＊横須賀北 RC　第 2763 ～ 2768 回週報　　　　  　　　　　　　
＊横須賀西 RC第 2334 ～ 2337 回週報
＊横須賀北ＲＣ　9月例会のご案内　　　　　　　　　　　　　　
＊横須賀南西ＲＣ　9月例会のご案内
＊横須賀西ＲＣ　9月例会のご案内　　　　　　　　　　　　　　
＊横須賀ＲＣ　9月例会のご案内　
＊三浦市国際交流協会ニュース　　　　　　　　　　　　　　　　＊2022 年規定審議会代表選出
＊代表議員候補者提案に関する告知　　　　　　　　　　　　　　＊ロータリーの友　手引書
＊ホテルニューグランド　サマーパーティープランのご案内　　　＊三浦市城ケ島駅伝競走大会後援について　
＊地区大会　会長幹事会及び会員登録・家族登録についてのお願い ＊地区大会　新世代交流会の件　　
＊クラブリーダーセミナーのご案内　　　　　　　　　　　　　　＊ハイライトよねやま　　
＊第 3回三役会議事録　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊米山梅吉記念館　館報
＊米軍第七艦隊バンドコンサートのご案内　　　　　　　　　　　＊ロータリーレート　1＄＝108 円
 　出席報告
・  会員総数：28名　本日出席：18名　本日欠席：10名　 出席率 64.2％
・MAKE UP　鈴木正孝、岩野　明（RI 会長晩餐会）　秋本清道、鈴木康仁、奥山浩司（南三陸町訪問）
　　　　　　鈴木正孝、岩野　明（三役会）　鈴木康仁、藤喜代司（地区米山奨学セミナー及びカウンセラー研修会）
　　　　　　以上により出席率は　96.4％となります

・鈴木正孝　本日はソリバン様、ご報告をよろしく
　お願いします。
　加藤君、お元気になってよかったですね。
・高木　巌　加藤さん怪我が治ってよかったです。
・藤喜代司　ソリバンさんようこそ。ロータリーを
　楽しんでいってください。
・奥山浩司　ソリバンさんようこそ三浦RCへお越し
　くださいました。
・石崎勇吾　本日もよろしくお願い致します。

 ニコニコ BOX 報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ニコニコBOX 集計報告
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本　日　　前回まで　　累　計

・山本達樹　ソリバンさん、本日よろしくお願いします。８月２回欠席申し訳ありませんでした。
・加藤隆史　最近 10年周期で生命のピンチが訪れている私ですが、今回も何とか復帰することができまし
　た。ご心配をおかけして申し訳ございませんでした。これからバリバリ頑張ります！　
・福地宏章　本日 40才になりました。これからもよろしくお願い致します。
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ウォーナンブールは、オーストラリアの南東部、メルボルンから車で 4時間　電車で 3時間の場所に位置する
穏やかな気候と自然に囲まれた美しい都市です。
今年は、派遣団 8名（高校生 4名　中学生 4名）引率者 2名　計 10名　がウォーナンブールへ向かいました。
8月 22日（木）に三浦市役所へ向かい、現地の活動報告会が行われました。
派遣団は、5日間現地の学校に通っていました。
公立の中高一貫教育の学校で、ホームステイ先での交流はもちろん、現地のバレーボール大会など市民交流を
学んできました。
それぞれ学生の感想を簡単にまとめましたので、報告させていただきます。

秋山　琴音（高 1）　高校では福祉科で学んでいるので、ウォーナンブールでの福祉にとても興味がありました。
教員と生徒の関わりに日本との違いを感じることができました。

宇田　舞彩（中 2）　普段は部活動に積極的に取り組んでいます。
同年代のホストシスターと仲良くなり、様々な思い出をつくることができました。

清水　萩（高 2）　料理をするのが得意なので、ホームステイ先で日本の食事を振舞いました。ホームステイ先
は兄弟が一人しかいなかったので、少し寂しかったです。

菅野　愛奈（中 2）　買い物など積極的に行き、日本との違いを触れることができました。

高野　恵介（中 2）　向かう前に熱心に英語の勉強していたのですが、コミュニケーション不足でもっと英語を
学びたいと思いました。

長井　美空（高 1）　ミュージカルの授業があったことに驚きました。とても新鮮でレベルが高く、将来海外の
大学にも視野に入れていこうと目標を高めることができました。

水野　真緒（高 1）　以前日本でのホームステイ先になっていたので、いつかは行きたいと思っていました。三
浦も自然がたくさんあるが、海外の自然の違いにびっくりしました。

吉田　初声里（中 2）　半日だけ小学校に行き、日本と大きな違いのある小学校で驚きました。

引率者より
子どもたちが現地に溶け込み、積極的に英語でコミュニケーションを取っていたので、とても感心しました。

派遣前に英語をたくさん学んでいたのですが、思いがけない会話がでてくると分からなくなることもあり、聞
きとることの難しさも感じることができました。
会話をすることで英語を学ぶことがとても大事だと思いました。
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