
◇ 国際ロータリー会長

Wilfrid J.Wilkinson ｳｨﾙﾌﾘｯﾄﾞJ.ｳｲﾙｷﾝｿﾝ

（ｶﾅﾀﾞ.ﾄﾚﾝﾄンRC)

◇ 国際ロータリー第2780地区ガバナー

小佐野 圭 三 (横須賀RC)

◇ 国際ロータリー第2780地区第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 渡 辺 治 夫 (横須賀RC)

◇ 三浦ロータリークラブ

会 長 鈴 木 正 孝

副会長 吉 田 重 穂

会長ﾉﾐﾆｰ 鈴 木 康 仁

幹 事 芹 川 直 行

◇ 会報.雑誌 .IT委員会

委員長 加 藤 文 幸

副委員長 内 騰 隆 之

委 員 星 野 雄

◇ 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

◇ 例会場所＆事務所住所
〒238-0243三浦市三崎2丁目22番16号

◇ Tel 046(881)5111 * Fax 046(881)3346

◇ Ｗｅｂsite * http://www.miura-rc.jp

◇点 鐘 １８時００分（夜間例会）

◇ロータリーソング『我らのなりわい』

◇ゲスト・ビジター紹介

三浦市教育委員会 織田修宣様

上原中学校２年 小 田 つかささん：保護者 由加里 様

〃 ３年 鈴 木 あ や さん： 〃 由 美 様

◇ 鈴木正孝会長他３役と派遣学生

今晩は、小田さん鈴木

さん今日は素晴しい体験

を為さったお話を聞かせ

て下さい。教育委員会の

織田様ご苦労様です。お

母さん方も良くいらっしゃ

いました。

先週は久里浜で横須賀南西ＲＣとの合同例会を開催

致しましたが、前年と違い２クラブでの合同例会でし

たので、より親睦が図れたのではないかと思われます。

昨日、米山のセミナーに行ってまいりました。次回

の例会で報告致します。それと、先週三浦ＪＣのＯＢ

と現役が小泉元首相を招いて合同の会が持たれ、笠倉、

秋本さんも出席致しまして会員増強の勧誘も致してま

いりました。手応えのある方もありましたが、現実に

は難しい答えでありました。引き続き会員拡大は努力

して参ります。以上が今日の会長報告ですが、派遣さ

れたお二人の中学生のお話が非常に楽しみです。

(余計な一言)、この会場にこんなに若い方（女性）が

来たのは初めてでは無いでしょうか？昨年も来ました！

◇ 芹川直行幹事

大変遅くなりましたが事業計画書が出来ましたので

お配り致します。当クラブの懐事情も決して裕福とは

いえないので100％私の手作りです。ご容赦下さい。

※ガバナー月信

※クラブ計画書 横須賀南西ロータリークラブ

※週 報 横須賀・横須賀西・鎌倉中央各ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

※三浦地区保護司会誌

※三浦市交通安全対策協議会「三浦市交通安全のつど

い」の開催について

※ＪＩＣＡ

※（財）神奈川芸術文化財団 公演のご案内

※三浦商工会議所 優良従業員表彰候補者の推薦につ

いて。その他9、10月の食事予定表回覧中です！
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◇ 岩野 整委員長

会員総数３１名 本日出席１７名 本日欠席１１名

出席率６０．７％

ＭＡＫＥ ＵＰ

ございませんので出席率は６０．７％となります。

ロータリの基本は出席でありますので、一人でも多くの方

が出席されることを希望致します

◇ 川﨑 昇委員長

鈴木正孝 1,000円 小田さん、鈴木さん今日は宜しくお

願いします。

芹川直行 1,000円 事業計画書完成①やっと事業計画、

完成しました。芹川幹事の手作りで

す。②派遣生の皆んよろしく。

吉田重穂 1,000円 派遣生の皆さんようこそ。遅刻のお

詫び。

秋本清道 1,000円 小田さん、鈴木さん報告よろしくお

願いいたします。

柳澤克臣 1,000円 お客様ようこそ。ウォーナンブール

市の話を楽しみにしています。

星野 雄 1,000円 ウォーナンブール派遣学生さん達、

御父兄、教育委員会さんようこそ。

お話楽しみにしています。

笠倉正弘 1,000円 幹事さん計画書の製作ごくろう様！

佐藤 隆 2,000円 欠席２回致しました。

鈴木康仁 1,000円 南西クラブとの合同例会欠席のお詫

び。

川﨑 昇 1,000円 派遣生の皆さんようこそ。先週欠席

のお詫び。

本山 誠 1,000円 遅刻のお詫び。

高木 巌 2,000円 遅刻のお詫び

鈴木正孝 1,000円 財団BOX

芹川直行 1,000円 財団BOX

吉田重穂 1,000円 財団BOX

秋本清道 1,000円 財団BOX

笠倉正弘 1,000円 財団BOX

吉田益夫 1,000円 財団BOX 本日遅刻しました。

芹川直行 1,000円 米山BOX

笠倉正弘 1,000円 米山BOX

芹川直行 1,000円 周年事業特別BOX

芹川直行 1,000円 ポリオ撲滅BOX

本 日 前回迄 累 計

ニコニコ 14,000円 116,000円 130,000円

財 団 6,000円 23,000円 29,000円

ポ リ オ 1,000円 12,000円 13,000円

米 山 2,000円 26,000円 28,000円

周 年 1,000円 7,000円 8,000円

計 24,000円 184,000円 208,000円

◇ 鈴木康仁 社会奉仕委員長

お芋畑の雑草が大分伸びて

きております。飛蝗の駆除も

台風のため伸びてしまいまし

た。畑の消毒を15日(土)に行

ない、引き続き20日の例会終

了後にも引き続き雑草刈りを

行いますので、協力願います。

◇ 新世代担当 秋本清道社会奉仕副委員長

小田、鈴木さん保護者の

方へ、ロータリークラブの

概要を説明致します。

（紙面都合で内容省略）

この様な公式の席で派遣さ

れた中学生が経験を発表す

るのも大きな勉強になると

思います。また、お母さん

方に来て頂いたのはロータリークラブとはこの様なものだ

という宣伝をするためでもあります。どうぞ良い所だけ宣

伝して下さい。小田さん鈴木さんお話しを宜しくお願い致

します。後ほど質問の時間もとってありますので、そのつ

もりでお願いします。

★卓話（１）ウォーナンブール派遣、上原中学校２年生

「ウォーナンブールで過ごした２週間」 小 田 つかさ

ウォーナンブールへ行く前に私

がとても心配していた事がありま

した。それは、向こうへ行って、

本当に今まで習ってきた英語で通

じるのか。と言うことでした。ま

だ英語を習って、一年と少ししか

経っていない私が、三浦市の派遣

生として、きちんと務められるか

とても不安でした。

ウォーナンブールへ向かうバス

の中で私はとても感動するものを見ました。それは、どこ

までも続くかのように見える広い、広い草原と日本ではな

かなか見ることのできない大きな虹でした。この時は今ま

で抱えていた不安が一瞬でなくなり、期待で満ち溢れてい

るのを実感したのを覚えています。

ようやく自分のホストファミリーと会い、休日にはカン

ガルーやエミュー、そしてコアラなどオーストラリアでし

か味わうことのできない、さまざまな豊かな自然を見たり、

触れたりしました。

私のホストファミリーは日本が大好きで、ホストシスター

のグレイスは、今年ウォーナンブールからの派遣生として

三浦に来て、私の家に滞在した、優しくて面白い子でした。

私はホストファミリーにお好み焼きとお寿司を作ってあげ

ました。形は上手くいきませんでしたが、とても、美味し

くできました。又、私は小学生の時５年間、空手を習って

いたのでいつも「やって見せて！」と言われ、少し教えて

あげました。ホストシスターのグレイスは日本の「ぞうさ

ん」の歌を教えたら、気に入っていつも、いつも歌ってい

ました。家庭生活の中で私が一番印象に残った事はなんと

いっても、カンガルーの肉を食べたことです。少し抵抗は

ありましたが、ジューシーでおいしかったです。

平日はブラワーカレッジと言う全校１４００人程の大き

な学校に通いました。その学校へ行って思った事はまず、

校舎内や校庭にゴミが落ちていない事でした。又、授業中

の取り組み姿勢がとても良いなど、日本と違う所がたくさ

んありました。私はブラワーカレッジで、たくさんの友達

をつくり、お昼の時間やリセスというおやつの時間など、

楽しい時間を過ごしました。どの人もフレンドリーで私の
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片言の英語でも分かろうとしてくれました。

私の派遣テーマは日本とオーストラリアの中学生の

ショッピングの違いについてでした。私が調べた中で

一番印象深かったことは、父の日・母の日にプレゼン

トを買うか、買わないかと言うアンケートの結果です。

三浦の中学生は１０人中７人が「買わない」と答えた

のに対してウォーナンブールの中学生は１０人中８人

が「絶対に買う」と答えました。この結果はきっと両

親への感謝の表し方の違いも出ているのでは、と思い

ます。私は日本の子供もオーストラリアの子供のよう

に、そういった行事の時は普段お世話になっているお

父さん・お母さんにきちんと感謝の気持ちを表した方

がいいな。と思いました。

ウォーナンブールでの十四日間はとても充実してい

て、一日一日が速く過ぎていきました。ウォーナンブー

ルで過ごした一瞬一瞬が私のかけがえのない宝物になっ

ています。私がこんなにも良い時を過ごせたのは、ウォー

ナンブールで私の世話をしてくれ、色々な所へ連れて

行ってくれた楽しいホストファミリー、おもしろいブ

ラワーカレッジの友達、上田課長やミッシェル先生、

そしてこの派遣事業を支えてくださっていた皆様のお

かげです。

貴重な経験をさせていただき、本当にありがとうご

ざいました。この経験を自分の思い出として留めず、

学校の友達や、三浦のたくさんの人達に知ってもらい

たいと思います。

★卓話(２)ウォーナンブール派遣 上原中学校 ３年生

～ウォーナンブールから帰国して～ 鈴 木 あ や

まず初めに、私はウォーナ

ンブールに到着してから思っ

たことがあります。

それは、｢空と大地が近い｣と

いうことです。

日本では私は「遠い」と感じ

ていました。

ですが、ウォーナンブール

は邪魔になる建物などがない

ので、遥か遠くまで景色が見

渡すことが出来ます。だから、手が届くくらいの近さ

を感じることができたのだと思います。そしてもうひ

とつ思ったことがゴミ箱の多さです。私は今回派遣テー

マとして「エコ」について調べました。それで気がつ

いたのが、町の美しさと、三浦市にはないほどのゴミ

箱の多さでした。ポートフェアリーにもウォーナンブー

ルにも沢山のゴミ箱がおいてありました。三浦市は今、

ごみの処分場も土地の広さの関係で少なくなっていま

す。だから分別も厳しいです、なのでゴミ箱を置くの

は難しいことだと私は考えました。

ですがウォーナンブール市は正反対で土地がとても

広いです。

だからこそ、ごみの分別も無くごみの処理場にも困

らないから出来ることだと思います。

この事から、日本とオーストラリアの土地の広さが

ごみにも関わっているんだと分かりました。

次に、私のステイした町と、ホストファミリーを紹

介します。ステイした町はウォーナンブールから少し

離れた、Poｒｔ Fairyという町です。小さい港町で、

商店街などがあり、住むのには不自由しない所です。

そして、私の、ホストファミリーはGaultｓ family

という四人家族でした。

Dad（Aｎdrew）、Mum(Judy)、Emma、Stephanieの四人

家族です。Dadはチェロを弾くとってもやさしくて背の

高いお父さんでした。Mumは本当のお母さんのように接

してくれて、おいしいご飯を毎日作ってくれました。

Stephanieは17歳で高校2年生です、私をいつも気遣っ

てくれ、本当のお姉ちゃんみたいでした。Emmaは15歳

で同じ学年の女の子です、一緒に居る時間が長く、本

当に大好きなシスターでした。

本当にこのファミリーに出会えて幸せでした。毎日

がとっても楽しくて、本当の家族のようにこの２週間

生活できたと思います。

3つ目に、私がウォーナンブールで出来た事は何かを

お話したいと思います。

私はウォーナンブールで必ず!日本の童謡を教える!

と目標にしていました。その目標は果たせたと私は思

います。私が教えた童謡は皆さんも知っている｢ぞうさ

ん｣です。ホストと、ブラワーカレッジという私の通っ

た学校の友達にも教えました。皆、一生懸命覚えよう

としてくれていて、嬉しかったです。

ぞうさんの歌は「ぞうさん、ぞうさん、おはなが長

いのね♪そーうよ母さんも長いのよ」です。

この歌を英語に訳すと何？と皆が聞くので私が作っ

た英文で、このように替え歌をしてあげました。

｢elephant elephant you have a big nose, So your m

other has big nose too.｣

すると、皆が大笑いをし始めて面白い面白いといっ

ていました!日本では当たり前に歌われている歌なので

意味など考えたことは一度もありませんでした。

しかし、新たな発見が出来たのも（ウォーナンブー

ル）に行けたからだと私は思っています。

また、皆からもオーストラリアの童謡を教えてもら

いました。その歌の名は「くっくばらの歌」です。くっ

くばらとはオーストラリアの鳥です。

では、ここで私の覚えたくっくばらの歌を紹介しま

す…

Cook bara～♪be～♪（歌う）暇さえあればウォーナン

ブールで歌っていて、本当にこの歌は思い出のたくさ

ん詰まった私の一番のお気に入りの歌になりました。

音楽は国境を越えるというけれど、本当なんだと改め
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て実感しました

4つ目に、私が三浦市の代表としてウォーナンブール

市に訪れ、何が自分のプラスになったか、また、これ

から三浦市のためにどのように貢献するべきなのか、

お話したいと思います。

自分にプラスになったことだと思うのは、英語を話

し、外国人とコミニュケーションをとることが出来た

ということです。

これは、当たり前のようですが、私のような平凡な

中学生ではなかなかチャンスのないことだと思います。

ですが、中学生という物事を一番吸収しやすい時期に

外国へ行けた事は自分のためになり、また私自身の誇

りにもなりました。

もちろん、海外旅行で海外に行くことはできます。

しかし、今回私が海外へ行った目的は、三浦市とウォー

ナンブール市の国際交流のためです。旅行ではない、

という自覚をもち、外国へ行き自分の課題、目標を達

成出来る事は中々経験できない事です。そして、日本

と、親と、離れ、ホストファミリーの元で二週間過ご

したことは私を大きく成長させてくれました。二週間

過ごしている間で自分には何が出来るのかをも考えら

れるようにもなりました。少しでも多くの人と接した

い、英語でたくさん話したい。そんな風に思って、毎

日を送っていました！こんな風に思えるなんてウォー

ナンブールに来なければ絶対にありませんでした！

私は今回派遣生になり、より積極的になれました！

だからこそ、この二週間の経験を私は絶対無駄にはし

たくありません。

なので、ウォーナンブールで出来た友達を大切にし、

メール交換や文通など、もっともっと、交流を深めて

いきたいです！

また、これから三浦市のために少しでも貢献してい

きたいと強く思っています。

なので今出来ることから実行していきたいです。

例えば、先日の9/9にインドネシアの方と共に、有志で、

三浦海岸で清掃ボランティアをしました。英語圏では

ない方々と交流できるのは、珍しいことだったし、ボ

ランティアは初めてだったので新鮮でした。

このボランティアは三浦市のための貢献になると私

は思います。だから、ボランティアにこれからも、沢

山参加していくつもりです！

後に…この経験を通して、私の新たな目標が決ま

りました。それは、高校生の間にもう一度、オースト

ラリアで、必ず一年留学をしたいということです。

なぜなら、英語能力をもっともっと高めたいと強く

思ったからです。

今回の派遣で私は英語にとても自信がつきました。

だからこそ決めることが出来た目標です。オーストラ

リアという国の理解を深め、自分のためになるような

一年を過ごしたいと強く、思っています。このように

思えるのはすべてが今回の派遣のおかげです。

本当に三浦市に感謝しています。この派遣にかかわっ

ていただいたすべての人に感謝したいです。

本当に、本当にありがとうございました。そして充

実した良い二週間が送れて本当に良かったです。

★質問の時間です。質問１、秋本会員

大漁旗をお土産に持参して頂きましたが反応は？

小田さん～ホスト、シスターのグレースにあげました。

彼女は三浦に来たことがあるので部屋に飾ってくれま

した！鈴木さん～ファミリーにあげたのですが、何だ

か解らなかったので、船に掲げるものだよ、と説明し

たら、部屋の一番目立つ所へ飾ってくれました。

質問２、柳澤会員

二つ質問があります１、は昼休みなどに話など出来

たかどうか、２、はホストファミリーの家でご飯を遠

慮なく沢山食べれたかどうかです？

小田さん～一つ目のコミュニケーションのことは自分

で思ってたよりも英語がパンパン出てきて単語一つで

も通じあえるので、すごく色々な人と話が出来たので

自分でもビックリでした。二つ目の遠慮の事は家族の

ように接してくれたので「ふざけ合う」ぐらい楽しかっ

たです。冗談とかも言うくらいで遠慮するような感じ

ではありませんでした。

鈴木さん～学校の昼休みに英語は中学で始めた習った

のですが、単語でも通じあえるし、日本語も習ってい

るので積極的に話が出来ました。ホスト、フェミリー

に遠慮はと言うと、エマとステファニーと言う子が日

本に来た時に顔見知りだったので家族ぐるみで遠慮な

く過ごさせて頂きました。

質問３、川﨑会員

お母さん方に聞きます。娘さん達が行った先と後で

はどのような成長が見られますか？それに再度留学し

たいと言われていましたが、どの様に感じていますか？

鈴木さん～行く前は親の方が心配事が多くて、頑張っ

て行けるのかな！・・・帰ってきてからは前に前に行

こうと積極的になってきています。母としてみれば良

かったと思っています・

小田さん～ 年少、中学２年生で行かせて頂きました

ので心配な面もありましたが、お姉さん達にしっかり

ついて行けば良いと云う気軽な気持ちもあったと思い

ます。去年は上の娘が行かせて頂いて、楽しい経験を

毎日のように話すので中の娘も夢を抱いておりました。

上の娘も其のために再度留学も果たしたので、この子

にもしっかり日本の教育を受けてから行きなさい、英

語だけしゃべれてもしょうがないよと言い聞かせてい

ます。

鈴木(康)会員よりＲＣ交換奨学留学生の勧誘説明あり。

P4

編集後記 近頃の中学生はしっかりしています！


