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梅澤

馨 委員

国歌『君が代』 ロータリーソング『奉仕の理想』

【ゲスト・ビジター紹介】

森 茂則 会長

◆２５９０地区幹事 谷川 公一 様（横浜西 RC）
今月が誕生日の会員とノエル君

◆青少年交換来日学生 ノエル・シフターラー 君

2. 納涼会会計報告 志村幸男委員長より報告 【承認】
3. 米山梅吉記念館100円募金の件【承認】
4. 青少年奉仕委員会 立替金について【承認】
立替は特別会計（ニコニコ）から立替える
5. 吹奏楽団演奏会へのお祝金の件【承認】
9/9 鈴木昭弘会員のグリーンハート吹奏楽団へ
谷川 公一 様

ノエル・シフターラー 君

【今月の誕生日】

志村 幸男 親睦委員長

<会員> 雪井洋子会員（13 日）
、木村良三会員（17 日）、
佐々木範行会員（21 日）
、鈴木憲治会員（26 日）、
長瀬敏之会員（29 日） ※ノエル君も 9 月 5 日
<代表で長瀬会員のコメント>
祝って頂いて有難うございます。今回
で大台になります。これからは余生を
送ろうと思いますが、まだ仕事がありま
す。9 月 25 日には、高級レストランで豪
華な料理を祝っていただくとのこと、感
謝申し上げます。

【第３回理事・役員会報告】

【会長報告】

森 茂則 会長

1. ガバナー事務所より
①地区大会の案内が届いています。各種登録や届出が
あります。
②再度送付 RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）パー
トⅠ開催の案内
９月１０日（日）8:30～16:30 聖光学院中・高等学校
2. ９月のロータリーレート １ドル＝１０９円
3. 川崎しんゆり芸術祭実行委員会開催のお知らせ
９月28日（木）18:30～区役所
【幹事報告】

森 茂則 会長

１. 9月29日移動例会の件 【承認】
リストランテ・アベーテにて 18：00～会費 ￥4000

森 啓伊 幹事

★例会変更 ◎川崎高津南RC
◆9/25（月）移動例会 納涼家族会 ◆10/25（月）→10/22
（日）に変更 少年サッカー大会 ◆10/30（月）休会

第１２０４回例会 ９月 ８日（金）委員長会議報告
第１２０５回例会 ９月１５日（金）委員長会議報告

ホテルモリノ
会員ショート卓話

百合ヶ丘ＣＣ

第１２０６回例会 ９月２２日（金）委員長会議報告、会員ショート卓話

百合ヶ丘ＣＣ

［例会日］第 1・2 金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホ テ ル モ リ ノ 新 百 合 丘 7F
［例会日］第 3・4 金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F
［例会日］第 5・ 金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F

TEL：044-951-1322
TEL：044-951-1322
TEL：044-951-1322 0R 移動例会

★会報着

【ロータリー財団委員会】

鈴木 眞一 委員長

第 1203 回(件数)

◎新川崎RCより
Ｒ.財団

第１０７１回7/5～第1077回8/23
★地区大会の件

合 計

8件

￥48,600

◇鈴木昭弘会員【9/9 世田谷区民会館での演奏会、宜しくお
願いします！】

地区大会のプログラムとディナーシ
ョーの案内を会員ポスト棚へ入れて

◇長瀬敏之会員【9/29 で 70 歳 大台になります】

あります。また、チャリティーゴルフ

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 ◇佐々木範行会員

もまだ２名分あいています。ぜひ参加をお願いいたします。

◇鈴木憲治会員 ◇鈴木眞一会員 ◇山下俊也会員

【お祝い贈呈】

ご協力有難うございました。

森 茂則 会長
鈴木昭弘会員が団長を

【米山記念奨学委員会】

務めるグリーンハート吹
奏楽団の演奏会が 9 月

梶

俊夫 委員長

1197 回（件数）

合計

11 件

¥75,000

米山記念奨学

9 日に行われるのに先

◇梶俊夫会員【目玉取り替えとして】

立ち、クラブからお祝い

◇志村幸男会員【先日の納涼家族会ご苦労様でした】

を差し上げました。

◇長瀬敏之会員【9/29（金）高級レストランで誕生会、
ありがとうございます】

【出席委員会】

杉山 遼 委員長

◇森啓伊幹事 ◇臼井勉会員 ◇宇津木茂夫会員

修正

◇梅澤馨会員 ◇大野勉会員 ◇鈴木憲治会員

例会数

会員

出席

欠席

1203 回

32

30

2

1202 回

32

29

3

2

97％

1201 回

31

27

4

4

100％

【ニコニコ委員会】

94％

碓井 美枝子 委員長

第 1203 回(件数)
ニコニコ

出席率

33 件

合 計
￥28,000

◇鈴木眞一会員 ◇山下俊也会員
ご協力有難うございました。
【プログラム委員会】

鈴木 昭弘 会員

・９月２９日は移動例会となります。
・皆様ショート卓話の準備をお願いします。
【地区大会のご案内】

地区幹事 谷川 公一 様

●お客様
◇谷川公一様 （川崎西北RC）
【本日は地区大会のご案内でおうかがい致しました。どうぞ
よろしくお願い致します。】
●会員
◇森啓伊幹事【横浜西RC谷川公一様よろしくお願いします】

地区大会のご案内を、ガバナーよりＤＶＤで紹介いたします。

◇梶俊夫会員【目玉入れ替え治療中です】
◇志村幸男会員【秋めいて参りました】
◇鈴木憲治会員【谷川さん 浜の香りをのせてようこそ！】
◇森茂則会長 ◇青戸慶太会員 ◇臼井勉会員
◇碓井美枝子会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員
◇円城寺広明会員 ◇大野勉会員 ◇親松明会員

このように今年度は、今までアナログだったものを少しづつデ

◇木村良三会員 ◇黒木啓太郎会員 ◇佐々木範行会員

ジタルに変換していこうということで、パネル展示だったクラブ

◇佐藤達哉会員 ◇杉山遼会員 ◇鈴木昭弘会員

の奉仕活動の紹介や青少年交換の様子も映像を使いモニタ

◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊茂会員 ◇長瀬敏之会員

ーでご覧になって頂きます。どうぞ宜しくお願いいたします。

◇中山隆弘会員 ◇藤本隆会員 ◇門間亜砂子会員
◇雪井洋子会員 ◇蓬田忠会員
以上、ご協力ありがとうございました。

【四つのテスト】
【点

鐘】

【会報委員会】

門間 亜砂子 会員
森 茂則 会長
文責：中山 隆弘 委員

青少年交換でドイツへ派遣された竹尾光くんより、レポー
トと写真が届きましたので、ご紹介いたします。

月例レポート

竹尾 光

ドイツについて約 1 ヶ月が経ちました。初めて、1 人で飛行
機に乗り 12 時間のフライトを終えフランクフルト空港へ無事
到着しました。フランクフルト空港での入国審査や荷物受け
取りを終えるまで、私の中の不安は消えませんでしたがそ
れを終え、その先には最初のホストファザーや最後の家の
ホストブラザーなど多くの方々が待っていてくださり、ホスト
ファザーにハグをされたときそれらの不安がこれからの期待
に変わりました。
ホストファザーはとても面倒見の良い方で空港から家に
向かう際にもドイツを教えて下さいました。ホストマザーも気

フランクフルト空港に多くの人が迎えに来てくださいました。

りんご酒を飲んでいました。フランクフルトはりんご酒で有名
と聞いていたので、匂いを嗅いでみましたがとても自分が美
味しく飲めるものではないと感じました。

さくであまり英語は得意ではないのですが、それでも私に伝
えようと身振り手振りを使って教えてくれています。また最初

そしてドイツに到着して１週間がたち、私はフランクフルト

の数日間はホストファザーの孫 2 人が遊びに来ていました。

の他の派遣生と共に生活する二週間のランゲージキャンプ

初日からその 2 人と共に髪の毛をきり、アイスを食べ、午後

が始まりました。ランゲージキャンプが始まった頃は自分の

にはプールにも行きました。到着したのが 6 時台だったこと

英語力の無さから携帯に逃げ、ほかの派遣生との交流を避

もあり初日から時間がありましたが、ここまで色々な事をする

けてしまっていました。またドイツ語も周りの子たちに比べ、

とは思っていなかったので驚きましたが 2 人と思い出を作る

劣っていたのでその遅れを取り戻そうとする反動で、派遣生

ことと自分のこれから住む場所について知ることができ、有

が集まってるところから離れたところで調べていることもあり

意義な一日となりました。

ました。しかしほかの派遣生はとても優しく、自分が困って

私が初日に日本との違いを感じた事は人の繋がり方の違
いです。日本ではたとえ知ってる人でも基本的には挨拶だ

いると英語でゆっくりと伝えてくれたり、自分の体調が優れ
ない時には部屋まで食事を運んでくれたりしてくれました。

けで街であっても話したりすることは少ないですが、私の派
遣させていただいている Rodgau という街では知人でなくて
も挨拶をし、知人と会うとまるでスーパーでママ友にあった
母親のように何分も話しています。この 1 ヶ月の生活でドイ
ツ人はそこまでフレンドリーではないけれど、一度繋がった
人との関係は強いように思いました。
また気候も神奈川とは違うものでした。到着した時、8 月 1
日で日本では半袖でも暑いぐらいでしたが、ドイツでは寒く
長袖をもっと持ってくるべきだったと感じました。しかし、時
おり昼間に物凄く気温が上がるなど気温の変化が大きいで
す。また日本に比べて空気が乾燥しており、ドイツに着いて

ランゲージキャンプでの写真

から数日間はその気候になれることができず、毎日のように

自分ももっと積極的になろうと努力をし、最終日には多く

喉が痛い状況でした。今は上に羽織るものを常時持ち歩く

の思い出をもつことができました。特に派遣生達には折り紙

などの対処をしております。

が人気で、鶴や手裏剣をおると私にも教えてと言ってくれた

2 人が帰ってからはホストファミリーにフランクフルトの中

ので鶴や手裏剣の折り方を教えました。またけん玉も人気

心部に連れていってもらいました。初めてのドイツでの電車

で剣先に玉を入れるとみんなから凄いね！と言われ、どうや

では日本の新幹線のような向かい合って椅子が並んでいる

るんだと聞かれたので拙い英語でどうにか伝えようと努力し

ことに驚き、キップの買い方の違いにも驚きました。またフラ

ました。また派遣生は日本語にも興味を持ってくれていたの

ンクフルトを歩いているとアジア系の観光客も多くいました。

で、日本語教えるなど日本について多くのことを伝えられた

その日は駅の中心でパーティが開かれており、多くの人がり

のかなと思っています。またランゲージキャンプではドイツ

語の勉強だけでなくチョコ

分が多くあります。それに比べドイツの生徒達はドイツ語は

レート工場やビール工房

もちろん英語も私より長い年数習っていることもあり、レベル

などの見学、体験もさせ

が高いです。そのため授業はハイレベルの会話が飛び交っ

ていただきました。チョコ

ている状況です。なんとか理解をしようしましたが、なかなか

レート工場ではチョコレー

できない現状があるので、先生にいって少し時間割を変え

トを作ることができ、とても

てもらおうと考えています。

良い体験ができました。ま

ドイツに来てからはあまり 1 人で行動することが出来てい

たビールはドイツの文化

ませんでしたが、このごろは自分でスーパーやスポーツ用

なのでビールを学ぶ事が

品店にもいけるようになっています。また次の金曜日には学

出来て良かったと感じて

校で出会った友達数人とともに、フランクフルトの街に行く

います。こうして、苦しくて

予定です。その友人たちは日本のアニメが好きだと言う事

楽しい二週間のランゲー

なので、フランクフルトでマンガやアニメなどのグッズを探し

ジキャンプを終える最終
日にはそれぞれの国でそ

折り紙を教えました

ながらドイツの美味しいというケバブ屋さんに連れて行って
もらいます。

れぞれの国についての発
れぞれの国についての発表をドイツ語でするというものがあ

自分の住む場所についてしっかりと観察し、日本の文化を

表をドイツ語でするという
りました。そこまで長くはありませんでしたが、私にとっては

伝えられたらいいなと考えています。

ものがありました。そこま
難しく緊張するものでした。本番は何とか発表することがで

ドイツに来て、１ヶ月がたち、こちらの生活にもだいぶ慣れ

で長くはありませんでした
き、安堵しました。

てきました。特に食事はパンやジャガイモが主食でそこにハ

が、私にとっては難しく緊

ムやソーセージをのせる事が多く、とても美味しく

張するものでした。本番

食べられています。たまにホストファミリーが米料

は何とか発表することが

理を作ってくれますが、ドイツの米は日本のお米

でき、安堵しました。

とは味や食感が異なります。お米に関してはやは
り日本の方が美味しいと感じますが、料理一つ一
つは私の口にあっているなと感じ、食べ過ぎてし
まっています。食べ過ぎで太ることがないように、
週３日近くのバレーボールチームの練習にも参
加しています。皆さん私よりも年上なのでとても可
愛がってもらっています。慣れてきた頃に問題を
起こさないように気をつけてこれからの派遣生活
を楽しく有意義なものにしたいと思います。

ランゲージキャンプが終わった後も多くの事
がありましたが、全ては書ききれないので特に
変わった事である、学校について書きたいと
思います。私の学校は家から自転車で 10 分
の所にあります。私は月曜日から金曜日まで
そこで授業を受けています。ドイツの学校のシ
ステムは日本の大学のようでありましたが、全
ては書ききれないので特徴は、あまりクラス単
位での行動はなく、それぞれが自分の時間割
を決めています。私の場合、ホストファミリーが
英語とドイツ語を習わなきゃいけないだろうと
いうことで、ドイツ語と英語の授業がランゲージ
キャンプが終わった後も多くの事目白押しにな
っています。これは正直とても辛いです。なぜ
なら私はまだどちらの言語も理解できない部

