UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB

2018-2019 年度 第 1782 回例会
宇都宮南ロータリークラブ会報
会長：田中正夫

幹事：磯貝

太

広報委員会リーダー：若林博純
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8月

第 1 例会

2018 年 8 月 1 日(水)

司

会

山本

会員数 52 名

敬三

出席 29 名

会場監督（S.A.A）

本日の例会が楽しく、秩序正しく運営されるよう、心を配り気品と風紀を守り、会合がその使命を発
揮できるよう設営、監督します。
● 国歌斉唱「君が代」

● ロータリーソング「奉仕の理想」

会長の時間

田中

正夫 会長

こんにちは。今日から 8 月です。暑い日が続いています。体に気を使いながら仕事と生活をしてまい
りましょう。
今日の例会は、イアンターアクト南風倶楽部の柳さん、田所さん、鈴木さん、加藤さん、そして石川
先生から、台湾研修の話をしていただきます。よろしくお願いします。
次回の例会は 8 月 11 日のうつのみや花火大会です。親睦委員会の川又委員長のご尽力により、たい
へん良いポジションから、きれいな花火を見上げることができます。楽しみにしましょう。天気が良い
ことを皆で祈りましょう。
今日の例会が少しでも皆様のお役に立つことを願いまして、会長の挨拶とさせていただきます。

幹事報告

磯貝

太 幹事

§次週 8 月 11 日(土)夜間移動例会の出欠の変更がある方は速やかにお知らせください。
§2018-2019 田中年度現況報告書作成にあたり、名簿欄に変更のある方はお申し出下さい。（FAX 配信）
§本日例会終了後、理事役員会を開催致します。

スマイルボックス委員会報告

長谷川

博夫 委員長

§田中正夫会長

南風倶楽部の皆さん、今日はよろしくお願い致します。

§磯貝

南風倶楽部、卓話ありがとうございます。田所さん、鈴木さん、加藤さん、柳さん夏

太幹事

休み楽しんでいますか？石川先生ありがとうございます。
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§村上芳弘会員

出席委員会のメンバーで欠席してすみません。でもメイキャップしていますのでご安
心ください。

§若月章男会員

南風倶楽部の皆さん、ようこそいらっしゃいました。今日は台湾研修のお話、楽しみ
にしています。

§坂本昭一会員

インターアクト南風倶楽部台湾研修報告会よろしくお願い致します。

§喜内敏夫会員

南風倶楽部の活動報告を聞かせていただけること、ありがとうございます。今後とも
よろしくお願い致します。

§青木克浩会員

南風倶楽部ありがとうございます。

§中野智之会員

南風倶楽部の皆さん、ようこそお出でいただきました。先日の野球大会暑かった！！
桑田さんナイス走塁！！

§黒崎丈博会員

本日は南風倶楽部台湾研修報告会です。石川先生、生徒の皆様、よろしくお願い致し
ます。

§鈴木秀明会員

毎日暑い日が続きます。たくさん汗をかいたら糖尿病の数値が良くなりました。

§関 享一会員

酷暑お見舞申し上げます。本日は南風倶楽部の卓話を聞くことができると思うと楽し
みです。私も現在のところ如何にか元気に生活しています。先ずは元気でこの暑い夏
を乗り越えたいと思っております。私もこれから頑張る所存ですのでよろしくお願い
致します。

§長谷川博夫会員

毎日暑い日が続きますね。皆様、お身体だいじにしてください。

多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました
親睦・家族委員会報告

川又

今週の金額

14,000 円

俊治 委員長

入会記念

安齊誠一会員・関口 隆会員・磯貝 太会員・酒澤伸二会員・相馬大輝会員・黒田義章会員

会員誕生

平澤照隆会員・塩田

婦人誕生

村田宏明会員・仲田俊夫会員

創立記念

市原久典会員 ソニー生命保険(株)・桑田豊豪会員

結婚記念

岩本一男会員

皆出席表彰

潔会員・田島久夫会員・市原久典会員・藤島

村上

芳弘

東京海上日動火災保険(株)

出席委員長

笠原

正人会員

2010 年 6 月より

満 8 ヵ年

嶋田

辰雄会員

2012 年 6 月より

満 6 ヵ年

拓会員・嶋田辰雄会員
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インターアクト南風倶楽部
南風倶楽部

会長

台湾研修報告会

柳 遥香さん

私が今回の台湾研修で学んだことは、二つあり、一つ目は、コミュニケーションをとる姿勢の大切
さです。私は台湾どころか海外にも行ったことがありませんでした。なので、もちろん中国語を話す
ことは出来ませんでした。その為、台湾に到着してから現地の方々とコミュニケーションをとること
が出来ませんでした。ですが、先輩や、他校の学生の方や、留学生の方が積極的に話している姿を見
て私も頑張ろうと思いました。それからは積極的に話しかけに行き、ジェスチャーなどを使って会話
することが出来ました。日本に帰った後ＬＩＮＥやＩｎｓｔａｇｒａｍなどで会話が続いています。
その経験から言語や文化が違っても、積極的な姿勢があればコミュニケーションをとることが出来る
んだと学びました。二つ目は、先入観を無くすことの大切さです。私は正直台湾のことを何も知りま
せんでした。なので、台湾での流行や文化を知りませんでした。ですが、現地の方と話していくうち
に高校生の中で流行っているものが一緒であったり、日本のことが好きで日本語を勉強していたりし
てとても驚きました。これは、このことだけに限らず、様々なことにいえることだと思います。
今回の貴重な経験をできたことに感謝し学んだこれらのことをこれからのインターアクトとして
の活動や受験や更にその後の人生全体に生かして行きたいと思います。
宇都宮南高校３年

田所

二千羽さん

私が台湾研修で学んだことは、人とコミュニケーションを取ることはどれだけ大切かということで
す。元々、人とコミュニケーションを取ることが苦手で、台湾の方と話すことができるか不安しかあ
りませんでした。１年生にいった時、先輩方が楽しそうにお話している中で、私は、その光景をひた
すら見ているだけでした。そんな自分に悔しいと思っていてもなかなか声をかけることができません
でした。台湾の高校に行って私のパートナーになってくれた台湾人の学生さんがとてもフレンドリー
でたくさん話せたわけではありませんが、少しは話せたと思います。
２年生の時は、１年生のときに台湾の学生さんたちとあまり話せなかったことが悔しく、リベンジ
したいと思い研修に参加したいと思いました。２年連続で研修に参加できたことは本当に嬉しく思っ
ています。ありがとうございました。
今年は最初から明確な目標があったので、学生との交流をスムーズにすることができました。交流
の時間はあまり多くはありませんでしたが、自分から話しかけることができました。中国語が全く話
せなく、自分の名前しか中国語で言うことができませんでした。学生さんも、何かを伝えようとして
いても全然わからなく困っていたとき、学生さんの携帯で wifi を飛ばしてくれて、グーグル翻訳と
いうアプリを使って会話しました。お腹いっぱいと伝えたはずだったのに、学校の購買みたいなとこ
ろで、タピオカを買ってくれました。タピオカは日本で飲むのとは少し違い、タピオカの他にもパイ
ナップルやよくわからない粒が入っていました。私は日本のタピオカの方が好きですが、おいしかっ
たです。
今回の研修で、自分から積極的に声をかけないと話をすることができなく、何もすることができな
いで終わってしまうということに気づかされました。普段からも、もっとたくさんの人と関わりたい
と思います。言葉の壁や衣食住の文化の違いがありましたが、楽しい体験をさせてもらい、とても良
い時間を過ごすことができました。ありがとうございました。
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宇都宮南高校３年

加藤

佑果さん

私は今回の台湾研修で、とても自分を成長させることが出来ました。
台湾研修では、台湾の文化や価値観に触れることができ、人と関わることの大切さや楽しさを学びま
した。この経験によって私は、私は人と積極的にコミュニケーションをとることができるようになり
ました。
台湾研修に行って４か月余りが経ちましたが、今でも台湾の方の優しさや、心の温かさは忘れませ
ん。そして今でも、LINE などで会話していたり、遠く離れていても繋がれているように感じられるの
で、とても嬉しいです。私は、これから生活していく中で、人との繋がりを大切にし、思いやりの心
を大切にしていきたいです。なにより、この台湾研修へ行かせてくれた、家族や南ロータリーの皆様
にとても感謝しています。ありがとうございます。
宇都宮南高校３年

鈴木

美江さん

私がこの研修に参加して感じたことは、台湾の人々は人との関わりを大切にしているということで
す。国の違いを感じさせないほどにコミュニケーション力が高く、言葉の壁はあっても一生懸命にコ
ミュニケーションを取ろうとしてくれたり、笑わせようとしてくれる学生もいて、本当に温かい人た
ちだなと思いました。日本の学生はどちらかというと内気で、自分から進んで関わりを持とうとする
ことが少ない気がします。ですから私たちも、見習わなければいけないなと強く思いました。
この三泊四日の研修旅行で国際交流の大切さ、異国の人々との触れ合いがどれだけ自分にパワーを
与えてくれるのかを知ることが出来ました。そして、新しい自分への第一歩を踏み出せたような気が
します。このような貴重な経験ができたことへの感謝の気持ちを忘れずに、この経験をこれからの自
分の糧にして日常生活に生かしていきたいです。
この研修に関わって下さったすべての方々に感謝します。ありがとうございました。
宇都宮南高等学校

南風倶楽部顧問

石川 努教諭

本日はこの例会の席で貴重な時間をお借りして報告できたことに感謝申し上げますとともに、日頃の
南風倶楽部へのご支援・ご助言に感謝申し上げます。
ただいまの生徒の発表にありましたように、今年の３月下旬に国際ロータリー２５５０地区の研修の
一環として台湾に行かせていただきました。そこで現地の学生とさまざまな交流をさせていただきまし
た。言葉の「壁」はあったかと思いますが、それをものともせずに片言の英語やボディランゲージを駆
使して、一緒に「涙そうそう」の中国語バージョンを歌ったり、バスケットのフリースロー競争をやっ
て国際交流を図っていました。しかし私は今回の研修旅行を単なる国際交流で終わらせることに疑問を
持っています。成田空港から宇都宮に向かう帰りのバスの中でも触れましたが、生徒たちにはこの研修
旅行を生かして次に自分に何ができるか考えてほしいと思っています。その心はロータリークラブの２
つの柱「地域貢献・国際交流」に関連づけて、彼女たちが在学中や高校卒業後に地域のために地元に来
ている外国人の相談役になるとか、看護師を目指す生徒がいれば海外に出向き外国の医療を受けられな
い人たちのために尽くすなど、将来の夢をもって実現に向けて頑張ってほしいと思っています。
今回の研修は将来に向けて芽を出すためのいわば「種まき」になるでしょうか。そのために私は彼女
たちの発芽を促す水や肥料としての役割をこれから全力で果たしていきたいと思っています。しかし非
力な私一人の力ではとうてい手に負えません。これからも皆様には感謝の言葉とともに南風倶楽部への
支援をお願いして本日の挨拶としたいと思います。
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出席報告

村上 芳弘 委員長

会員数

52 名

前々回

7 月 18 日

出席数

29 名

訂正率

72.09％

欠席数

23 名

出席率

69.04％

例会予定
8 月 8 日(水) 振替休会
11 日(土)納涼家族会
第 1783 回 8 月 11 日(土)
移動例会・夜間例会 納涼家族会
うつのみや花火大会

％

プログラム

日付

時間

プログラム

例会場

招待卓話「未来を担う子供達に」
第 1784 回
8 月 22 日(水)

12：30～13：30

うつのみや花火大会
副会長 齋藤芳哲様

日付
第 1785 回
9 月 5 日(水)

第 1786 回
9 月 12 日(水)

時間
12：30～13：30

亀井光一郎様

プログラム

例会場

招待卓話「オウム事件に関して」
元法務副大臣 谷 博之 様

ホテルニューイタヤ

夜間例会
18：30～19：30

ホテルニューイタヤ

会長 松本篤様

地区委員卓話

「ＲＹＬＡ活動について」
ＲＹＬＡ委員会

ホテルニューイタヤ

中野智之委員長

招待卓話
第 1787 回
9 月 19 日(水)

「みんなで作ってきた餃子のまち

12：30～13：30

宇都宮！挑戦の裏物語」
協同組合 宇都宮餃子会
事務局長

鈴木章弘 様

ホテルニューイタヤ

