国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ

WEEKLY REPORT MIURA RC

三浦ロータリークラブ 週報
2017 年 8 月 24 日

第 2704 回例会／ 8 月 31 日

事務局：三浦商工会議所 〒238-0243 三浦市三崎 3 丁目 12 番 19 号

イアン H.S. ライズリー（Sandringham RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
大谷

新一朗（相模原南 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
ガバナー補佐

宮本

清志（横須賀南西 RC）

◇ 三浦ロータリークラブ
会

長︓秋本

清道

副 会 長︓鈴木

正孝

幹

成明

事︓土田

◇ 公共イメージ委員会
委 員 長︓高木

巌

副委員長︓笠倉

正弘

委

浩司

員︓奥山

◇ 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
◇ website

第 2705 回例会

TEL 046(881)5111

会長報告

◇ 国際ロータリー会長

FAX 046(881)3346

http://www.miura-rc.jp

2017 年 8 月 31 日

第 2705 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
神奈川県立三浦臨海高校２年
君島 恵瑠 ( える ) さん と お母様
神奈川県立三浦臨海高校３年
土屋 りな さん
引率 三浦市青少年教育課 大槻 雅史さん
三浦市青少年教育課 ソリバン 薫さん
横須賀北ロータリークラブ 福嶋 義信 会員

ロータリー︓
変化をもたらす

URL http://www.miura-rc.jp

秋本

清道

会長

移動例会が続き、久々の
例会場になります。今日は、
三浦市姉妹都市青少年交換で
派遣された君島さんとお母さ
ん、土屋さん、そして引率の
大槻さん、市よりソリバンさ
んにお越し頂いています。三
浦 RC もこの事業に協力をさ
せて頂いています。日の丸、
ロータリー旗の掲げられた、
このような席で、又、おじさん達の前で、体験報告を
してもらうのも、大きな経験になるのではないかと思
います。そして、その様子をご家族にも見て頂ければ
と、お声をかけさせて頂きました。
後ほどよろしくお願いいたします。
７月新年度からクラブ協議会後、第１グループ合同
例会、新消防署の見学、納涼例会、じゃがいも植えと
忙しい７-８月でした。もう少し、地区大会や南西と
の合同例会等続きますが、よろしくお願いいたします。
● 昨年度１００％出席表彰
松崎 貞男会員 37 年
高木 巖会員 34 年
芹川 直行会員 28 年
星野 雄会員 23 年
鈴木 康仁会員 22 年
秋本 清道会員 15 年
藤 喜代司会員 2 年
奥山 浩司会員 2 年

幹事報告

土田

成明 会員

＊会員増強・新クラブ結成推進月間 リソースのご案内
＊第１４回ロータリー韓日親善会議２０１７
＊「第１６回ロータリー全国囲碁大会」のご案内
＊第３回 第一グループ三役会 議事録
＊横須賀ＲＣ週報 ＊横須賀北ＲＣ週報
＊横須賀南西ＲＣ週報 ＊横須賀西ＲＣ週報
＊例会のご案内 横須賀ＲＣ、横須賀北ＲＣ、
横須賀西ＲＣ、横須賀南西ＲＣ、
＊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、チケット有り）
＊「心のバリアフリー推進員養成研修講座」開催について
＊広報誌ROTARY ご案内
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出席報告

松浦

功 会員

・会員総数：24 名
本日出席：14 名 欠席：10 名
出席率 58.3%
・MAKE UP： 秋本清道、鈴木正孝、奥山浩司 （三役会担当クラブ例会）
秋本清道、鈴木正孝、奥山浩司（三役会） 秋本清道（市 報告会）
以上により、出席率は 87.5％となります。
ニコニコ BOX 報告

松浦

功 会員

ニコニコ BOX 集計報告
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・横須賀北 RC 福嶋義信様 いつもお世話になります。
・秋本清道 先週のジャガイモ植え、暑い中ありが
とうございました。君島さん、土屋さん、本日よ
ろしくお願いします。
・高木 巌 三浦臨海高校・君島さん、土屋さん、
ようこそおいでいただきました。
100％バッチ、ありがとうございます。
・鈴木康仁 福嶋さん、お久しぶりです。また、
例会場も久しぶり。芋苗植え、お疲れ様でした。

・笠倉正弘 皆さんのウォーナンブールの体験談、期待しています。
・藤喜代司 ウォーナンブール帰国、おめでとうございます。福嶋さん、横須賀からご参加ありがとうございます。
・長瀬六郎 先週、ジャガイモ植えに参加しないですいません。
・鈴木明徳 7 月に入会月祝を頂きました。これからもよろしく仲良くして下さい。
・奥山浩司 君島さん、土屋さん、ようこそお出で下さいました。報告よろしくお願い致します。
・鈴木康仁 福嶋さん、お久しぶりです。

ウォーナンブール派遣生報告
● 神奈川県立三浦臨海高校
２年 君島 恵瑠さん
こんにちは。県立三浦臨海高校２年の君島恵瑠です。私が
持っていった課題は「オーストラリアの高校生の将来の夢」
です。このテーマにした理由は、私が自分の将来の夢を決め
かねていたので、たくさんの話を聞いてみたいと思ったから
です。
インタビューの結果は、日本と同じ様にまだ分からないと
いう子もたくさんいましたが、学校の先生や歯医者さんなど
しっかり考えている子もいました。 また、ダンサーや歌手、
ネットボール選手など、大きな夢や平和に暮らす家族を持つ
などの素敵な夢を話してくれた子もいました。日本に行きた
いと言ってくれた子もいて、なんだか嬉しくなりました。た
くさんの夢が聞けて楽しかったです。
私の２週間で１番思い出深い事は、たくさんありますが、やっぱりホストファミリーとの生活です。ホストファ
ザーとホストブラザーとバスケやスカッシュというスポーツをしたりホストマザーに色んな所に連れて行って
もらったり、一緒にお菓子や夕飯を作ったりしました。
次来る時は夏においでと言ってもらいました。オーストラリアにも私の帰る場所が出来たみたいで嬉しかっ
たです。学校や生活を見て、ここは違うなと思った所は、授業にパソコンやアイパッドを使っていた所、くだ
ものの時間があった所、食器を洗う時、ほとんど洗剤を使わない所や、家がかなり広くて、ガレージはあった
りするけど、ほぼ１階建てだった所などです。同じだなと感じた所は、テストを嫌と感じる子が大半な所、冬
にヒートパックという湯たんぽのような物を使う所などで、他にも気付いた事はたくさんありました。２週間
の反省点は、もっと文法とか気にせずホストファミリーとかとたくさん話をしたらよかったなと思った所です。
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これからについては、やっぱりまだ具体的には決めかねていますが、今回の事で国際関係の仕事を目指して
勉強していきたいと思うようになりました。
それからお金を貯めてもう一度ホストファミリーに会いに行く事も私の目標です。今回、派遣生として参加
させていただいて、たくさんの物を見て、触れて、感じて、自分でも少しくらいは成長出来たかなと思います。
快く行かせてくれた両親や家族、この事業にご協力いただいた皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。忘れられ
ない経験をさせていただきました。この経験を活かし、伝えていきたいと思います。ありがとうございました。
以上です。ご清聴ありがとうございました。

ウォーナンブール派遣生報告
● 神奈川県立三浦臨海高校
3 年 土屋 りなさん
ウォーナンブールは、高い建物が無く、土地も広いため日本
とは全く違う所でした。また、牛や羊、馬などといった動物が
多くの家で飼われていて、まるで牧場にいるみたいでした。乗
馬をしたり、羊の毛を切る施設を見学させていただいたり、オー
ストラリアの方の生活を見て思ったことは、自然や水を大切に
していて常に節水や町にたくさんのゴミ箱があり、どこでもゴ
ミが捨てられるようになっていました。食生活は、肉メインが
多く、野菜はサンドウィッチなどに入っていたり、肉と一緒に
じゃがいもや、かぼちゃを食べていました。
学校の休み時間にお菓子やケーキを食べて授業に集中できる
ようにしていました。２週間、ウォーナンブールに行って思っ
たことは、「なまり」が強く、聞くのが大変だったこと、自分の英語力がなくて、相手に自分のことを伝えられ
なかったことです。これからは、もっともっと自分の英語力を上げてまた行きたいと思います。また優しい方
が多く私のことを家族と同じように接してくれて、とても居心地がよかったです。友達もたくさんできて、とっ
てもうれしかったです。２週間で悔しい思いもしましたが、とっても楽しかったです。私の一生の思い出にな
りました。まだこの姉妹都市交流を知らない人や、興味はあるけれど一歩を踏み出せていない人に、こんなチャ
ンス２度とないぞって言いたいです。本当に参加してよかったと思います。
以上です。ありがとうございました。

三浦市青少年姉妹都市国際交流事業

派遣団引率者報告

● 三浦市教育委員会 教育部 青少年教育課 大槻 雅史 様
今年度の姉妹都市国際交流事業の派遣団は中学生５名、高校
生３名の８名の生徒（女子８名）と、引率として教育委員会青
少年教育課の大槻と初声中学校の教員である上田先生の引率２
名の計１０名が派遣団として選ばれました。私たち派遣団は８
月３日から１８日までの１６日間、三浦市の姉妹都市である
オーストラリアのウォーナンブールを訪れました。
現地担当者であるブラウアーカレッジのサンプソン先生をは
じめとするウォーナンブール市のみなさんに温かく迎えていた
だき、大きな問題も起きることなく充実した１６日間を過ごす
ことが出来ました。
派遣生たちはウォーナンブールに到着し、それぞれのホスト
ファミリーと会う前までは不安と緊張でいっぱいの表情でしたが、日が経つにつれ、ホストファミリーと打ち
解けあい、しっかりとしたコミュニケーションをとることが出来ていました。派遣生は毎日明るい笑顔をみせ
てくれて元気に１６日間活動してくれました。
引率の上田先生には教員ならではの観察力で派遣生を見守っていただき、生徒の健康面、精神面のサポート
をしていただきました。
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私たち派遣団はウォーナンブールで３つの小学校と２つの中高一貫校を訪れました。３つの小学校では第２
外国語として日本語の授業が行われていました。２つの中高一貫校では選択授業として日本語の授業が行われ
ていました。このように日本語の授業がウォーナンブールで盛んに行なわれていることに非常に驚きました。
また街の中でも日本から来たと話すと「三浦からですか？」と尋ねられるなどこの交流事業の重み、積み重ね
を感じました。
多くの学校を訪問させていただき、また初声中学校で教鞭をとる引率の上田先生から学校現場のお話しを聞
きながら日本とウォーナンブールの教育の違いを考えることが出来ました。違いのひとつとしてはウォーナン
ブールでは授業の中で集団行動を重視しないということです。授業内で与えられた課題が終わった生徒は自習
の時間となり、ボードゲームやタブレットを使った算数クイズなど各自がやりたいことをしていました。また
教員の働き方も日本と大きく異なっていました。現地の学校で働く日本語補助教員の日本人の方にお話を聞い
たところ、教員は１０週間働いたら、２週間必ず休むそうです。また年に一度は生徒の休みに合わせて４週間
の休みをいただくそうです。ウォーナンブールの教員が多くの休みを取る理由としては子ども達に教える立場
として休みの間に旅行など様々な経験をすることが大切であると考えられているそうです。また日本の教員は
部活の顧問としての役割もあることから放課後や休日も多く仕事を抱えていますが、ウォーナンブールでは部
活動はなく、放課後にクラブチームや教室などに所属しスポーツや習い事を行うので部活動の有無も大きな違
いとなっています。
学校以外の活動として、この事業の現地担当者であるサンプソン先生がロータリークラブの会員ということ
もあり、私と引率の上田先生はウォーナンブールのロータリークラブ定例会に参加させていただきました。定
例会は週に１度開かれ、ロータリークラブのメンバーがスピーチを行うそうです。私たちが出席した会では、
トニーさんという方が近くの町のロータリークラブのメンバーと共に、パプアニューギニアを訪れ、水道管の
修理や清潔な飲み水を確保するために井戸の建設を行うなどの慈善事業の報告をされていました。トニーさん
は毎年、知人を頼りにパプアニューギニアを訪れ、水道管の修理等を行っているそうです。
ウォーナンブール市を訪れた印象として、ウォーナンブールはとても綺麗な街並みが印象的でした。車道と
歩道の間には芝生が整備され、大きな街路樹が並んでいるなど、どの通りも綺麗に整備されていました。市内
には公園も多くあり、公園には大きな遊具ががたくさん備わっていました。週末に公園の前を通ると公園で遊
ぶ親子の姿が多く見られました。市内の至る所に子どもへの配慮が感じられ、子育てのしやすい街であると感
じました。

第2704回例会 日時：2017年８月24日

＊出席率

41.6％
2704.5-4

