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2016 年 8 月 25 日　第 2660 回 例会

◇　点　　鍾　12 時 30 分

◇　ロータリーソング 『それでこそロータリー』

◇　ゲスト ・ ビジター紹介

　　　三浦市立初声中学校　２年　工藤　真采　さん

　　　平塚農業高校初声分校　３年　小川　義生　さん

◇ 国際ロータリー会長
　　　ジョン F. ジャーム（CHATTANOOGA RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　佐野　英之（秦野 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　伊与田あさ子（横須賀北 RC）
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓藤　喜代司
　　　副 会 長︓高木　　巌
　　　幹　　事︓鈴木　康仁
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓笠倉　正弘
　　　副委員長︓長瀬　六朗
　　　委　　員︓奥山　浩司・高木　巌
◇ 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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　 今日はオーストラリアウォーナンブールに三浦
市より派遣され中学、高校生 10名の皆様が今月 4
日、三崎を出発しましたが、皆さん無事帰国されま
して、本日はそのうちの 2名の小川さんと工藤さん
がご報告に来てくださいました。
　かつて三崎港を基点にしたマグロ船が七つの海を
駆け巡っていたころのオーストラリアウォーナン
ブールとの縁があり今後とも永く続くとよいと思い
ますが、小川さんと工藤さんはどんな体験をしてこ
られたでしょうか。
　どうぞよろしくお願いします。

 会長報告　　　　　　　　　藤　喜代司　会長

  昨年度100％出席表彰

松崎貞男会員 36年、 高木　巖会員 33年、 芹川直行会員 27年
星野　雄会員 22年、 鈴木康仁会員 21年、 鈴木正孝会員 14年
藤喜代司会員　1年、奥山浩司会員　1年
 幹事報告　　　　　　　　　　鈴木　康仁 会員
＊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
　　吉野　哲会員 S40.8.7
＊入会月祝い
　　大石精一会員 2007年
＊高岡北ＲＣ　奉仕活動計画　＊横須賀北ＲＣ週報
＊横須賀南西ＲＣ週報　
＊横須賀西ＲＣ週報　＊鎌倉中央ＲＣ週報　
＊2016-17年度第１グループ合同例会週報
＊横須賀西ＲＣ４５周年記念誌　　
＊伊与田バレエスタジオ発表会ご案内
＊例会のご案内　
　横須賀北ＲＣ、横須賀西ＲＣ、横須賀ＲＣ、横須賀南西ＲＣ
＊三浦商工会議所事務所移転のお知らせ　
＊三崎警察署　残暑見舞い　
＊横須賀南西ＲＣガバナー公式訪問のお知らせ
＊42016-17年度第１グループ第１回新会員の集いご案内
＊三役会議事録　＊地区補助金授与　
＊青少年交換学生拠出金　
＊ハイライトよねやま　
＊法人会三浦地区会　
米軍第７艦隊バンドコンサート会長臨席依頼
　　　　　　　　　　　　　（他、チケットあります）

芹川会員・藤会長



2660-2

 ニコニコ BOX 報告　　　　　　
ニコニコ BOX 集計報告

 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 34,000 円    28,000 円 62,000 円
財      団 2,000 円   13,000 円 15,000 円
ポ  リ  オ 0 円   4,000 円 4,000 円
米　　山 3,000 円   13,000 円 16,000 円
周　　年 0 円   0 円 0 円
　 計 39,000 円   58,000 円 97,000 円

・福嶋義信様（横須賀北 RC)　残暑お見舞い申し上げ
　ます。本日も宜しくお願い致します。
・藤喜代司　ウォーナンブールはどうでしたか。
　お話楽しみにしています。
・高木　巌　初声中学校・工藤さん、平塚農高・小川
　さん、ようこそおいで頂きました。
　北クラブ福嶋様ようこそ。
　33年の 100％バッチをいただきました。
・高木　巌　花火、家族も出席し楽しかったです。
・芹川直行　1. 誕生祝のお礼　2. 先週欠席のおわび
　3.100% 出席バッチいただきました。　
・星野　雄　三浦海岸花火の時は孫達がお世話になり
　ました。
　横須賀北 RC福嶋様ようこそ。
　ウォーナンブール派遣学生様ようこそ。
　100％出席バッチありがとうございました。
・鈴木正孝　100％出席バッチありがとう。
・笠倉正弘　暑中お見舞い申し上げます。
　工藤さん、小川さん、スピーチ宜しく。
・長瀬六朗　コンサート券ありがとうございました。

●秋本清道会長あいさつ　
　こんにちは　今日は三浦市姉妹都市交流でオーストラリ
アのウォーナンブールへ派遣された小川君、工藤さんのお
二人とお母さまに来ていただきました。
三浦クラブは、この派遣にホストファミリーへのお土産と
報告書の作成にご協力させていただいています。
　そして、例会にお招きし、体験話をお聞きしています。
ロータリー旗、国旗が掲げられたこんな雰囲気のところは
初めでだと思います。こんな経験も良いのかなと思います。
　ご家族にも子供の様子を見ていただきたく、ご招待させ
て頂きました。
　偉そうな顔をしているおじさん、おじいさんですが、皆
優しい人です。気楽に話していただければと思います。

ウォーナンブール派遣生報告

●三浦市立初声中学校２年　工藤 真采さん

　私は、出発前日に引率の方か
ら連絡があり、決まっていたホー
ムステイ先が急遽変更とのこと
で、バタバタな出発でした。
　ホームステイのお宅に着いて
からは死火山や大きな港、ショッ
ピングセンター、牛やにわとり
のいる広大な、ファームに連れ
て行ってくれました。
　本当にどこを走っていても牛や羊がたくさんい
て、いつどんな時も黙々と草を食べている姿が印象
的でした。
　私が初日に　世界遺産の伝統芸能「チャッキラコ」
をやっていました。と自己紹介をしていたので、何
日か経った日のディナー中にホストファザーが「ま
ことって伝統芸能やってたんだよね？見せてよ」と
言われたので、食事中でしたが失礼して少しだけ披
露しました。
　ファザーが「良い踊りだね　素敵だよ」を言って
くれました。
　現地で通った学校、ブラウワーカレッジでは校舎
が１階建てで長く広いので、移動教室の時に時間が
かかり、生徒さんは毎日大変だなと思いました。
　しかし、校舎の中は、生徒が書き上げたアボリジ
ニの作品や美術の授業で描いた色鮮やかな作品がた
くさん飾られていました。
　市内の学校エマニュエルカレッジという市立の学
校へも行きました。
　校内を歩いていると、「こんにちは」と日本語で
明るく声をかけてくれました。他にも市内の３つの
小学校へ行きましたが、第二ヶ国語が日本語である
だけ「こんにちは」と生徒みんながあいさつをして
くれて、「りんご」や「みかん」なども知っていて
驚きました。
　死火山はタワーヒルという場所で開けたみはらし
い場所でその周辺に自然公園があるのですが、そこ
では、エミューやカンガルーからのらコアラまで
ウォーナンブールにいる動物が見れてしまうような
大自然の気持ちいい場所にあります。
　私は、現地へ行って、自分の中の何かがＵＰした
気がします。小さな町三浦を含む小さな国、日本は
今までもこれからもチャレンジ精神を忘れず、挑戦
していくこと、私も
同じく何事にも勇気
とやる気を持って三
浦のために力になっ
ていきたいと思いま
した。
　

ウォーナンブール派遣生報告 出席報告                             鈴木　康仁 会員
・会員総数：24名
   　本日出席：13名　欠席：11名
　　出席率 54.17%
・MAKE UP
　　藤喜代司、高木　巌（横須賀北 RC例会）
以上により、出席率は 62.5％となります
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●平塚農業高校初声分校３年　小川 義生 さん

　まず、私は、Austin　Kelly　さ
んの家にホームステイしました。
最初は本当に英語での会話に自信
がなかったのですが、家に行った
時、家族の紹介や家の紹介を「今
日から私たちの家は君たちの家だ
よ」と言ってくれて、本当に暖か
く迎えてくれたので、すぐに皆さ
んと仲良くなることができました。
　初日は緊張していて、自分から
はあまり話せなかったんですけど、お父さんが「オー
ストラリアで一番やりたいことは何だ？」など積極
的に質問してくれて、「やりたいことがあったらなん
で言ってね」と言ってくれました。
　土日はある程度プランを組んでくれていて、お父
さんが車でウォーナンブールを案内してくれたり、
グレートオーシャンロードを通ってポートフェア
リーなどの海も案内してくれました。あとは、スー
パーへ買い物に行ったり、フットボールを見たりし
て、家に居る時は、Austin くんと映画を見たり、ビ
リヤードを一緒にやったりしました。
　食事は、基本的におなかが空いたら何かを食べて
もいいよと言われたのですが、気にかけてくれて、「お
菓子を食べる？」など聞いてくれました。
　朝は食パンとお昼はサンドイッチとリセスという

ウォーナンブール派遣生報告 休み時間で食べる用のお菓子を持たせてくれました。
夕食はバーベキューやステーキなどのお肉中心の料
理を出してくれて、本当においしかったです。また、
私の派遣テーマがオーストラリアの食文化のこと
だったので、フィッシュアンドチップスを出してく
れたり、三浦ではあまり見ないパースニップやビー
トルートなどの野菜も食べることができました。
　平日はホストスチューデントと一緒に学校に通っ
て、数学、英語、日本語、音楽などの授業を受けました。
授業は英語で進行されるので、内容までは理解でな
かったんですけど、ホストの方が説明してくれたり、
学校の雰囲気を見ることが出来ました。
　その他にも小学校へ行って、日本の文化を教えた
り、エマニュエルカレッジでは、日本語の授業を通
してたくさんの生徒と関わることができました。
　大学を見学したり、博物館や登山を通して、ウォー
ナンブールの歴史や文化、自然環境についてたくさ
んのことを学びました。
　今回、派遣生としてウォーナンブールへ行ったこ
とで、本当にいままでにやったことのない良い経験
が出来ました。
　実際に文化や考え方の違う人々と生活をして、新
しいことをたくさん学びました。
　この経験は凄く自分のためになったと思うし、さ
らに英語を勉強してまたウォーナンブールを訪れた
いと思いました。
　最後になりましたが、この度は私たちの活動をご
支援いただき、誠にありがとうございました。

第 2659 回例会　2016 年 8月 18日　　芋ほり
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第 2658 回例会　夜間移動例会（三浦海岸 花火大会）
　2016 年 8月 9日
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