
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

事務局：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 　URL http://www.miura-rc.jp

2018 年 8 月 30 日　第 2745 回例会

◇ 国際ロータリー会長
　　　バリー・ラシン （East Nassau RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　脇　洋一郎（茅ヶ崎湘南 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　加藤　元章（横須賀 RC）
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓鈴木　康仁
　　　副 会 長︓笠倉　正弘
　　　幹　　事︓秋本　清道
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓高木　　巌
　　　副委員長︓笠倉　正弘
　　　委　　員︓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
　　　　　 〒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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インスピレーション
になろう

2018 年 8 月 30 日　第 2745 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

　　　　松崎　　新　さん　　　　　　　 伊藤　　叶　さん

　　　　飯田美希アリソン　さん　　　佐藤　美優　さん

　　　　保護者の方々

　　　　引率された　三崎中学校　市川教頭先生

　　　　　　　　　　　　英語補助教諭　マシュー先生

　　　　米山奨学生　　甘　博文　　さん

　

皆様こんにちは。
暑い暑いと言いながら、8月 30
日やっと秋になるのかなとひそ
かに期待をしている今日この頃
です。本日は、7月 30日に平
成 30年度国際交流派遣生壮行

 会長報告　　　　　　　　　鈴木　康仁　会長

会を行い、8月 2～ 8月 12日まで、オーストラリア・ウォーナンブールに滞在し、8
月 16日に帰国された派遣生 8名のうち 3名とそのご家族の方々、そして、引率の三崎中学校市川昌樹教
頭先生と非常勤英語教師のコートニー・アン・マシュー先生をお迎えして、派遣生報告会を開催いたします。
滞在中の楽しかった思い出や、大歓迎してくれたホストファミリーとの生活やびっくりするほど（おいし
かった）食べ物など、胸いっぱいに詰め込んだ思い出を三浦ロータリークラブの会員の皆さんに発表して
いただきたいと思います。
何はともあれ無事の帰国に引率の市川教頭先生、コートニー先生、大変お疲れさまでした。
本日はよろしくお願いいたします。

平成 30年国際交流派遣生名簿
松崎　新　君　　　　　　　（三崎中学校 2年）　　　　多田　百花さん　　　　（三崎中学校 2年）
飯田　美希アリソンさん　　（初声中学校 2年）　　　　佐藤　美優さん　　　　（初声中学校 2年）
伊藤　洋里さん　　　　　　（横須賀明光高校 2年）　　伊藤　　叶　　　　　　（横須賀総合高校 2年）
尼野　美優さん　　　　　　（追浜高校 1年）　　　　　池田　昌實　君　　　　（関東学院高校 2年）

引率
市川　昌樹先生　　（三崎中学校教頭）　　　コートニー・アン・マシューさん　（非常勤英語教師）



 ニコニコ BOX 報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・松崎貞男　ウォーナンブールより皆様、お帰りなさい。
・芹川直行　①交換留学生の皆さん、甘さん、マノ
　ンさんようこそ。
　②連続欠席のおわび。　③誕生祝いのお礼
・鈴木康仁　派遣生の皆さん、待っていました。楽
　しい思い出をお話しして下さい。　
　市川教頭先生、コートニー先生、大変お疲れ様で
　した。本日はよろしく。

ニコニコ BOX 集計報告
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・秋本清道　派遣生の皆さん、ご家族の皆さん、ようこそ。
・藤喜代司　ウォーナンブール 松崎さん、飯田さん、佐藤さん、伊藤さん、マシュー先生、市川先生、お
　かえりなさい。
・奥山浩司　派遣生の皆さん、ようこそ三浦 RCへお越しくださいました。
　本日はウォーナンブールでの話、色々聞かせて下さい。
・山本達樹　本日よろしくお願いします。
・加藤隆史　本日もよろしくお願い致します。
・大石精一　よろしくお願いします。

 幹事報告
＊国際ロータリーレート　1ドル＝112円　
＊横須賀北RC　第2727回～2731回週報
＊横須賀南西RC　第1886回～1889回週報

配布物・・・ロータリーの友　9月号

 出席報告 
・会員総数：25名　本日出席：16名　欠席：9名　
　　　　　　出席率 64.0％
・MAKE UP：鈴木康仁、秋本清道、松崎貞男、高木　巌
　　　　　　鈴木正孝、藤喜代司、長瀬六朗、岩野　明
　　　　　　加藤隆史（ガバナー懇親会）
　以上により、出席率は　100％となります。

ウォーナンブール派遣生の報告
● 伊藤　叶　さん
横須賀総合高校 2年の伊藤　叶です。
今回、オーストラリアの派遣生として行かせていただいたのですが、観光では何度か
行ったことがあるのですが、観光とは違った面でオーストラリアを見ることができ、
とても良い経験になったと感じました。
私がまずオーストラリアで食べた一番美味しかったものは、フィッシュアンドチップ
スという家庭料理みたいなものです。
白身魚が揚げてあるものとフライドポテトが一緒についているものなのですが、それ
がとても美味しかったのが印象に残りました。
ホームスチューデントにフィッシュアンドチップスのことを聞いたら、それはオース
トラリアのものではなくて、ドイツからきたものだと知りました。
いろいろな国から、いろいろな料理が作られていることを知り、オーストラリアが移
民族国家だということを改めて感じることができました。
私がオーストラリアに行って一番驚いたことは、車に乗った時に日本の車はだいたい早くても 60キロの速度で
走っていると思うのですが、オーストラリアはどの車もだいたい 100 キロ以上の速度で走ることがとても驚き
ました。
なので、日本に戻ってきて、バスや車に乗った時に、非常に遅く感じてしまいました。

私が一番楽しかったことは、ホームスチューデントの子と夜に家でたくさんの映画を見たことです。
ホームスチューデントの子は、とても日本語を話すのが上手で、私もそこまで苦労しなかったのですが、映画

本  日 前回まで 累  計
ニコニコ 11,000 41,000 52,000
財 団 2,000 23,000 25,000
ポ リ オ 2,000 14,000 16,000
米 山 5,000 24,000 29,000
周 年 1,000 6,000 7,000

計 21,000 108,000 129,000
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の話をしながらたくさんコミュニケーションを取ることができて、嬉しかったです。
ロータリークラブの皆さんにたくさんのご協力のおかげで楽しい 2週間を過ごすことができました。
ありがとうございました。

研究テーマ「オーストラリアの家庭料理について」
ミートパイやフィッシュアンドチップスはもちろんですがカンガルーミート、
そしてラミントンというスポンジケーキの周りにチョコレートケーキがコーティングされてて、その上にココ
ナッツがかかっているものも美味しかったです。
それは家で作ってたり、スーパーで買うこともできます。
オーストラリアの料理は、オーストラリアから生まれたものもあれば、イギリスだったり、ドイツだったり他
の国からの料理もあり、それを知ることができたことにより、移民族国家ということを改めて知ることができ
ました。
●佐藤　美優　さん
初声中学校 2年の佐藤美優です。
私が海外に行くこと自体が初めてで、緊張ばかりしていて心配だったのですが、
みんなフレンドリーで優しくしてくれたので、とても楽しかったです。
私がオーストラリアに行って楽しいと感じたことは、フィッシュアンドチップスも美
味しかったのですが、ミートパイも美味しいと感じました。
中にミートソース味の肉にパイが包まれていたものです。
それ以外にもたくさん美味しい料理をいただきました。
私がホストファミリーと過ごして楽しかったのは、海に連れて行ってくれたことです。
海でかけっこをしたり、たくさんコミュニケーションをとれていい思い出ができまし
た。私の研究テーマは「自然と動物について」でした。
牧場に連れて行ってもらったのですが、牛の数が莫大で、うちの家も牧場なのですが、
スケールが全然家と違い、土地も木で囲まれて区別されていたのが驚きました。
楽しい 2週間でしたのでとても短く感じ、貴重な時間でした。
ありがとうございました。

研究テーマ「自然と動物について」
ヒガシマツカサトカゲという、頭とお尻が同じ形をしていて、敵からの攻撃を守るという生態で、そのトカゲ
とても大きく驚きました。
●松崎　新　さん
三崎中学校 2年の松崎　新です。
今回オーストラリアに行ってたくさんの経験や思い出を作ることができ、一番特に印
象に残ったことを話したいと思います。
まず、ホームステイのお母さんと出かけたのですが、そこでオーストラリアの自然を
感じたことは日本でも街路樹などたっているのですが、外国の街路樹は大きさも太さ
もすべてビッグサイズで植物もバナナやリンゴなど店に売っているものすべてサイズ
が大きく驚きました。
その中でホームステイ先のお母さんやスチューデントと食べたご飯で、カンガルーの
ハンバーグを食べたのですが、それがとてもスペシャルなものだそうで、日本ではカ
ンガルーの肉を食べる機会はなく、外国でも珍しい食材で、そんな貴重なものを食べ
られて、更にとても美味しくて印象に残りました。
そして、ホームスチューデントと仲良くなり、公園で遊んだりしたのですが遊具の数
も豊富で、サイズも大きく、そこで遊べたのが楽しかったです。
遊具の上からの景色がとてもきれいで日本とは違う雰囲気でした。
ロータリークラブの皆様、お土産ありがとうございました。
ホームステイの人たちがとても喜んでいました。

研究テーマ　日本人とオーストラリア人の「コミュニケーションについて」
オーストラリアはとてもコミュニケーションを取ることが豊富で初対面でも町で出会った人々にハイタッチを
するなど、とてもフレンドリーだったことが印象的でした。
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