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2015 年 8 月 27 日　第 2615 回 例会

◇　点　　鍾　12 時 30 分

◇　ロータリーソング 『我らのなりわい』

◇　ゲスト ・ ビジター紹介

　ウォナンブール派遣生

　　 ・ 玉井幸一郎さん （県立横須賀高等学校 2年生）

　　 ・ 辻　愛咲 （あさ） さん （南下浦中学校 2年生） ・ ご家族

　　 ・ 生田健吾さん （三浦市教育委員会教育部青少年教育課）

　横浜東ＲＣ　出村忠廣会員

　三崎港報社

　神奈川新聞社　

◇ 国際ロータリー会長
　　　K.R.″ラビ” ラビンドラン（COLOMBO RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　田中　賢三（茅ヶ崎 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　　岡　昌憲（横須賀 RC)
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓星野　　雄
　　　副 会 長︓松崎　貞男
　　　幹　　事︓鈴木　正孝
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓笠倉　正弘
　　　副委員長︓藤　喜代司
　　　委　　員︓長瀬　六朗　　奥山　浩司
◇ 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 1６号
◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346
◇ website　http://www.miura-rc.jp
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　本日ゲストに８月６日から２１
日までの間国際交流派遣団として
姉妹都市のウォーナンブールに
行ってこられた高校２年玉井君、
中学２年辻さんとそのお母様、引
率の教育委員会生田様、取材とし
て三崎港報社様、またビジターと
しておなじみの横浜東ロータリー
クラブの出村様がおいでです。辻さんは２年前私が会
長の時やはりお姉さんがウォーナンブールに行かれ今
日のような報告会を他の２名と「うらり」の２階でし
たのを覚えております、その時はご両親でおいで頂き
ました。今回クラブからお土産として「地元神社の霊
験あらたかなるお獅子の毛」、「歌舞伎の手ぬぐい」、「祭
礼の写真」の評判は如何でしたでしょうか。１６日間
とはいえ、言葉、生活習慣、ホストファミリー等々、
不安と期待両方あったと思います。でも中高生の今に

 会長報告　　星野　雄　会長　　

ウォナンブール派遣性の皆さん

出村忠廣様（横浜東ＲＣ）
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＊ロータリーの友
＊地区より
　・地区大会親睦　ゴルフコンペ再案内
　・クラブ紹介資料提出依頼
＊９月例会案内　横須賀西ＲＣ
＊週報
　鎌倉中央ＲＣ
　当クラブ７月分週報（訂正があればご記入ください）
＊９月ＲＩレート　１＄＝１２４円
＊三浦市国際交流協会　負担金納入願い
＊三浦市社会福祉協議会役職員研修会案内

 幹事報告  卓話　玉井幸一郎さん（県立横須賀高等学校 2 年生）
＜姉妹都市国際交流派遣団に参加して＞　

 出席報告　　　　　　　　　　　岩野　明 会員
・会員総数：25名
　　本日出席：13名　欠席：11名
　　出席率 54.16%
・MAKE UP
　　星野　雄、鈴木正孝、高木　巌、芹川直行
　　秋本清道、菊池　恵、藤喜代司、藍田和雄
　　岩野　明、吉野　哲（理事会）
　　星野　雄、鈴木正孝、松崎貞男（横須賀 RC出席）
　により、出席率は 100％となります。

 ニコニコ BOX 報告　　　　　　岩野　明 会員
ニコニコ BOX 集計報告

 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 11,000 円    64,000 円 75,000 円
財      団 1,000 円   18,000 円 19,000 円
ポ  リ  オ 0 円   7,000 円 7,000 円
米　　山 1,000 円   19,000 円 20,000 円
周　　年 0 円   1,000 円 1,000 円
　 計 13,000 円   109,000 円 122,00 円

・出村忠廣（横浜東ＲＣ）　本日はお世話になります。
・星野　雄　派遣生、玉井君、辻さん、引率の生田様、
　ようこそ。本日楽しみにしています。
　横浜東ＲＣ出村さん、三浦クラブを楽しんで下さい。
・鈴木正孝　玉井さん、辻さんようこそお出で下さい
　ました。今日はお話をよろしくお願いします。
　生田さん、ごくろう様でした。
・鈴木康仁　ウォーナンブールより元気な顔で帰って
　きた様子、安心しました。
・藤喜代司　派遣生の皆様おかえりなさい。若いみな
　さまの受けとめた新鮮な体験を明るく楽しく人生に
　生かして下さい。
・長瀬六郎　お帰りなさい。今後頑張って下さい。
・奥山浩司　玉井さん、辻さん、卓話よろしくお願い
　します。

する得難い体験は今後の人生の何かの時に必ず思い出
される貴重な出来事です。行く前の私と帰ってきてか
らの私比べてみると何かを感じませんか。
元三浦商工会議所の職員千葉さんから９月２６日（土）
に「うらり」で行われる南三陸町の１年を記録したド
キュメンタリー映画「生き抜く」と元南三陸町副町長
の遠藤氏の講演会のセットになった入場券の販売を依
頼されました。主催は三浦市と社会福祉協議会です、
当クラブから震災の後軽トラックを送ったりしたので
その繋がりだと思います。お時間のゆるす方ご協力く
ださい。第１グループ三役会でソウル国際大会の旅行
プラン頂いてきました。同じ国際大会でもソウルの次
はアメリカのアトランタその次カナダのトロントと
なっています、ソウルは２時間半で行けます、みんな
で行きましょう。

　派遣前は、派遣団で唯一の
男であることを始め、ホスト
ファミリーと馴染めるのか、
学校で友達はできるだろうか
など、人との関わりについて
の心配事が多々ありました。
しかし、その心配はすぐに解
消されました。日ごとに派遣
メンバーの結束が深まり、ホ
ストファミリーももう一人の
息子のように優しく受入れて
くださいました。
　ホストファミリーはウィリアムズさんのお宅だった
のですが、朝はシリアル、昼はサンドイッチ、夜はス
テーキまたは週末はテイクアウトといった食事でし
た。オーストラリアの方はミートパイが好きなようで、
様々なところでミートパイを食べる機会がありまし
た。
　また、ホストファミリーに消防署に連れて行ってい
ただく機会があり、そこでは近所の子どもを集めて簡
単な訓練を行っていました。乾燥しやすい気候のため
か、オーストラリアでは火災への意識が日本より高い
ように思いました。ホームパーティにもたくさん招待
していただきました。ホームパーティではお菓子を食
べたり、お話をしたり、簡単なゲームをしました。
　生活習慣で日本と違うと感じたことは、お風呂に入
らないどころか、シャワーすら毎日は浴びないことで
した。そのため入浴の代わりに香水を多用している人
もいるようでした。
　平日はおもにブラウアーカレッジで授業を受けまし
たが、オーストラリアの高校では、選択制の授業があっ
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 卓話　辻 愛咲さん（南下浦中学校 2 年生）
＜姉妹都市国際交流派遣団に参加して＞　　
　　　　　　　　8月 6日から 16日間、派
遣生としてオーストラリア・
ウォーナンブールへ行きまし
た。私にとっては海外は初め
てではなかったけど、すごく
きんちょういたのと同時に楽
しみにしていました。
　私達はウォーナンブールに
金曜日の夜に到着しました。
夜だったので真っ黒で、ホス
トファミリーに最初に会ったときは顔が見えませんで
した。でもホストファミリーはとてもやさしくて、た
くさんの知り合いがいたので、私も多くの方とお話す
る機会を持てました。
　私はタワーヒルなど、自然がゆたかなところにいっ
ぱいつれてってもらいました。私達が多く訪問した学
校、ブラウアーカレッジにはじめていったときは、生
徒があたたかくあいさつなどしてくれて、とてもうれ
しかったです。
　ブラウアーカレッジでは、デェイホースとさまざま
な授業を受けました。オーストラリアでは生徒が全員
パソコンを使っているなど、日本の授業とはちがうと
ころが多くみられました。
　ブラウアーカレッジの他に、エミュアルカレッジ、
ウォーナンブール小学校、West ウォーナンブール小
学校も訪問しました。この学校を訪問して印象に残っ
ているのは、どこも、日本語の授業をとても大切に敷
いたところです。
　この派遣事業で、私はさまざまなことを体験するこ
とができました。2週間というとても短いきかんでし
たが、ウォーナンブールのすばらしいところに多くふ
れることができました。
　本当にたくさんの思い出が出来ました。
長年つづいてきた、三浦とウォーナンブール市のしま
い都市が私達の活動によってもっとふかまったらうれ
しいです。そして、これからもっと強い関係になった
らいいと思います。
　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いただき、本当にありがとう
ございました。

たり、いわゆる飛び級のように一つ上の学年の授業を
受けていたりしました。
　学校生活において特に日本と違うなと感じたのは時
間に対する意識です。チャイムが鳴ってからのんびり
と準備して、授業に遅刻しても注意されません。日本
と違い時間に対して寛容なようです。またホームルー
ムが朝にしかなく、出席を取るだけで特に連絡もあり
ませんでした。また下校時はその日の最後の授業が終
わったら即解散といった様子でした。
　また中高一貫校なためか、学生同士友達が多いよう
です。校内を歩いていると色々な人に声をかけている
のが印象的でした。
　私たちはブラウワーカレッジの他に、ウォーナン
ブール市内の小学校にも訪れました。言葉の通じない
小学生とのコミュニケーションは大変でしたが、一緒
に縄跳びや、紙飛行機をして仲良くなることができま
した。
　私は外国語を学ぶということは、文法を学んだり、
文章を読めるようになることよりも、実際に話し、聞
いてみることがとても重要であると感じました。日本
において、私は英語が得意なほうなのですが、いざ会
話となると、頭が真っ白になるし、聞き取ることもま
まなりませんでした。しかし時間の経過と共に、雰囲
気だけでも伝わってくるようになり、少しずつ聞き取
れるようになったことが、とても嬉しかったです。
　私は今回の派遣を機に、日本でもアルバイト先や、
街中で外国人とお話できるようになりたいと考えるよ
うになりました。
最後に、三浦市ロータリークラブのみなさんには私達
の海外派遣事業にご協力頂き、誠にありがとうござい
ました。

星野会長　　辻 愛咲さん　　玉井幸一郎さん
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単な訓練を行っていました。乾燥しやすい気候のため
か、オーストラリアでは火災への意識が日本より高い
ように思いました。ホームパーティにもたくさん招待
していただきました。ホームパーティではお菓子を食
べたり、お話をしたり、簡単なゲームをしました。
　生活習慣で日本と違うと感じたことは、お風呂に入
らないどころか、シャワーすら毎日は浴びないことで
した。そのため入浴の代わりに香水を多用している人
もいるようでした。
　平日はおもにブラウアーカレッジで授業を受けまし
たが、オーストラリアの高校では、選択制の授業があっ
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 卓話　辻 愛咲さん（南下浦中学校 2 年生）
＜姉妹都市国際交流派遣団に参加して＞　　
　　　　　　　　8月 6日から 16日間、派
遣生としてオーストラリア・
ウォーナンブールへ行きまし
た。私にとっては海外は初め
てではなかったけど、すごく
きんちょういたのと同時に楽
しみにしていました。
　私達はウォーナンブールに
金曜日の夜に到着しました。
夜だったので真っ黒で、ホス
トファミリーに最初に会ったときは顔が見えませんで
した。でもホストファミリーはとてもやさしくて、た
くさんの知り合いがいたので、私も多くの方とお話す
る機会を持てました。
　私はタワーヒルなど、自然がゆたかなところにいっ
ぱいつれてってもらいました。私達が多く訪問した学
校、ブラウアーカレッジにはじめていったときは、生
徒があたたかくあいさつなどしてくれて、とてもうれ
しかったです。
　ブラウアーカレッジでは、デェイホースとさまざま
な授業を受けました。オーストラリアでは生徒が全員
パソコンを使っているなど、日本の授業とはちがうと
ころが多くみられました。
　ブラウアーカレッジの他に、エミュアルカレッジ、
ウォーナンブール小学校、West ウォーナンブール小
学校も訪問しました。この学校を訪問して印象に残っ
ているのは、どこも、日本語の授業をとても大切に敷
いたところです。
　この派遣事業で、私はさまざまなことを体験するこ
とができました。2週間というとても短いきかんでし
たが、ウォーナンブールのすばらしいところに多くふ
れることができました。
　本当にたくさんの思い出が出来ました。
長年つづいてきた、三浦とウォーナンブール市のしま
い都市が私達の活動によってもっとふかまったらうれ
しいです。そして、これからもっと強い関係になった
らいいと思います。
　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いただき、本当にありがとう
ございました。

たり、いわゆる飛び級のように一つ上の学年の授業を
受けていたりしました。
　学校生活において特に日本と違うなと感じたのは時
間に対する意識です。チャイムが鳴ってからのんびり
と準備して、授業に遅刻しても注意されません。日本
と違い時間に対して寛容なようです。またホームルー
ムが朝にしかなく、出席を取るだけで特に連絡もあり
ませんでした。また下校時はその日の最後の授業が終
わったら即解散といった様子でした。
　また中高一貫校なためか、学生同士友達が多いよう
です。校内を歩いていると色々な人に声をかけている
のが印象的でした。
　私たちはブラウワーカレッジの他に、ウォーナン
ブール市内の小学校にも訪れました。言葉の通じない
小学生とのコミュニケーションは大変でしたが、一緒
に縄跳びや、紙飛行機をして仲良くなることができま
した。
　私は外国語を学ぶということは、文法を学んだり、
文章を読めるようになることよりも、実際に話し、聞
いてみることがとても重要であると感じました。日本
において、私は英語が得意なほうなのですが、いざ会
話となると、頭が真っ白になるし、聞き取ることもま
まなりませんでした。しかし時間の経過と共に、雰囲
気だけでも伝わってくるようになり、少しずつ聞き取
れるようになったことが、とても嬉しかったです。
　私は今回の派遣を機に、日本でもアルバイト先や、
街中で外国人とお話できるようになりたいと考えるよ
うになりました。
最後に、三浦市ロータリークラブのみなさんには私達
の海外派遣事業にご協力頂き、誠にありがとうござい
ました。

星野会長　　辻 愛咲さん　　玉井幸一郎さん
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◇　点　　鍾　12 時 30 分

◇　ロータリーソング 『我らのなりわい』

◇　ゲスト ・ ビジター紹介

　ウォナンブール派遣生

　　 ・ 玉井幸一郎さん （県立横須賀高等学校 2年生）

　　 ・ 辻　愛咲 （あさ） さん （南下浦中学校 2年生） ・ ご家族

　　 ・ 生田健吾さん （三浦市教育委員会教育部青少年教育課）

　横浜東ＲＣ　出村忠廣会員

　三崎港報社

　神奈川新聞社　

◇ 国際ロータリー会長
　　　K.R.″ラビ” ラビンドラン（COLOMBO RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　田中　賢三（茅ヶ崎 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　　岡　昌憲（横須賀 RC)
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓星野　　雄
　　　副 会 長︓松崎　貞男
　　　幹　　事︓鈴木　正孝
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓笠倉　正弘
　　　副委員長︓藤　喜代司
　　　委　　員︓長瀬　六朗　　奥山　浩司
◇ 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 1６号
◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346
◇ website　http://www.miura-rc.jp
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　本日ゲストに８月６日から２１
日までの間国際交流派遣団として
姉妹都市のウォーナンブールに
行ってこられた高校２年玉井君、
中学２年辻さんとそのお母様、引
率の教育委員会生田様、取材とし
て三崎港報社様、またビジターと
しておなじみの横浜東ロータリー
クラブの出村様がおいでです。辻さんは２年前私が会
長の時やはりお姉さんがウォーナンブールに行かれ今
日のような報告会を他の２名と「うらり」の２階でし
たのを覚えております、その時はご両親でおいで頂き
ました。今回クラブからお土産として「地元神社の霊
験あらたかなるお獅子の毛」、「歌舞伎の手ぬぐい」、「祭
礼の写真」の評判は如何でしたでしょうか。１６日間
とはいえ、言葉、生活習慣、ホストファミリー等々、
不安と期待両方あったと思います。でも中高生の今に

 会長報告　　星野　雄　会長　　

ウォナンブール派遣性の皆さん

出村忠廣様（横浜東ＲＣ）
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＊ロータリーの友
＊地区より
　・地区大会親睦　ゴルフコンペ再案内
　・クラブ紹介資料提出依頼
＊９月例会案内　横須賀西ＲＣ
＊週報
　鎌倉中央ＲＣ
　当クラブ７月分週報（訂正があればご記入ください）
＊９月ＲＩレート　１＄＝１２４円
＊三浦市国際交流協会　負担金納入願い
＊三浦市社会福祉協議会役職員研修会案内

 幹事報告  卓話　玉井幸一郎さん（県立横須賀高等学校 2 年生）
＜姉妹都市国際交流派遣団に参加して＞　

 出席報告　　　　　　　　　　　岩野　明 会員
・会員総数：25名
　　本日出席：13名　欠席：11名
　　出席率 54.16%
・MAKE UP
　　星野　雄、鈴木正孝、高木　巌、芹川直行
　　秋本清道、菊池　恵、藤喜代司、藍田和雄
　　岩野　明、吉野　哲（理事会）
　　星野　雄、鈴木正孝、松崎貞男（横須賀 RC出席）
　により、出席率は 100％となります。

 ニコニコ BOX 報告　　　　　　岩野　明 会員
ニコニコ BOX 集計報告

 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 11,000 円    64,000 円 75,000 円
財      団 1,000 円   18,000 円 19,000 円
ポ  リ  オ 0 円   7,000 円 7,000 円
米　　山 1,000 円   19,000 円 20,000 円
周　　年 0 円   1,000 円 1,000 円
　 計 13,000 円   109,000 円 122,00 円

・出村忠廣（横浜東ＲＣ）　本日はお世話になります。
・星野　雄　派遣生、玉井君、辻さん、引率の生田様、
　ようこそ。本日楽しみにしています。
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・鈴木正孝　玉井さん、辻さんようこそお出で下さい
　ました。今日はお話をよろしくお願いします。
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・長瀬六郎　お帰りなさい。今後頑張って下さい。
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する得難い体験は今後の人生の何かの時に必ず思い出
される貴重な出来事です。行く前の私と帰ってきてか
らの私比べてみると何かを感じませんか。
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プラン頂いてきました。同じ国際大会でもソウルの次
はアメリカのアトランタその次カナダのトロントと
なっています、ソウルは２時間半で行けます、みんな
で行きましょう。

　派遣前は、派遣団で唯一の
男であることを始め、ホスト
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た。オーストラリアの方はミートパイが好きなようで、
様々なところでミートパイを食べる機会がありまし
た。
　また、ホストファミリーに消防署に連れて行ってい
ただく機会があり、そこでは近所の子どもを集めて簡
単な訓練を行っていました。乾燥しやすい気候のため
か、オーストラリアでは火災への意識が日本より高い
ように思いました。ホームパーティにもたくさん招待
していただきました。ホームパーティではお菓子を食
べたり、お話をしたり、簡単なゲームをしました。
　生活習慣で日本と違うと感じたことは、お風呂に入
らないどころか、シャワーすら毎日は浴びないことで
した。そのため入浴の代わりに香水を多用している人
もいるようでした。
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最後に、三浦市ロータリークラブのみなさんには私達
の海外派遣事業にご協力頂き、誠にありがとうござい
ました。

星野会長　　辻 愛咲さん　　玉井幸一郎さん
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