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2019-20年度
名古屋瑞穂ロータリークラブ
会長のテーマ
「50年に向けて新たな第一歩、
会員相互の理解を深めよう！」
2019-20年度
国際ロータリーのテーマ

ロータリーは世界をつなぐ
（ROTARY CONNECTS THE WORLD）

第1889回例会

〜会員増強・新クラブ結成推進月間〜

クラブテーマ：
「熱田の杜・友愛・気品」

2019年8月29日
（木） 曇り 第8回 なごやか例会
司
会 ：田中宏会場委員長
ゲ ス ト：米山奨学生
：瑞陵高校校長先生
：瑞陵高校IAC顧問
：瑞陵高校IAC
：瑞陵高校IAC

会長挨拶

グエンティカリンさん
嶋田麻知代先生
森
重統先生
森下真友乃さん
北村 京花さん
関谷俊征会長

今日は8月29日です。
小学生の頃は毎年こ
の時期は宿題に追われて忙しかった記憶が
あります。
今日はIACの方々から海外研修の報告を
して頂きます。
高校生で海外へ行くというこ
とは今ではあまり特別なことではないかもし
れませんが、
勉強も忙しい多感な時に見聞
をひろめるということはとても素晴らしいこ
とだと思います。
貴重な経験ができたIACの
皆様にはこの経験を人生のプラスにして頂き、
将来社会人になり世の
中で活躍された時に、
一人でも多くの高校生に同じような経験ができ
るよう応援することができるような社会人になって頂きたいと思いま
す。
今日はなごやか例会です、
IACの方々とも是非親睦を深めて頂きた
いと思います。

出席報告

メーキャップ報告

杉山裕一委員

幹事報告

鈴木淑久幹事

先日ジャカルタRCでメーキャップをさせて頂きました。
日本の例会とは全然雰囲気が違いました。詳細はまたイニシエ
ーションスピーチで報告させて頂ければと思います。

・ クラブ計画配布致しました。
ご確認ください。
（木）
ガバナー補佐訪問11：30〜ガバナー補佐との懇
・ 9月5日
談会と13：40〜ガバナー補佐との第2回CA・第3回理事会
が4階「杉の間」
にて行われます。
（その際各委員より発表をお
願いいたしますので必要な方はクラブ計画書もご持参くださ
いますようお願いいたします。）
・ 9月7日
（土）熱田RAC例会がありますので、担当の方はお忘
れのないようご参加願います。
（木）
は休会となります。
・ 9月12日

IAC海外派遣研修報告
挨拶：森 重統先生

オーストラリアに行く機会を与えて頂きありがとうございまし
た。今日は参加しました北村と森下がお話しさせて頂きます。
4月に本校の校長が変わりましたのでご挨拶方々一緒に参りま
した。
よろしくお願い致します。

安岡克明出席委員

会員70名 出席43名 （出席計算人数52名）
出席率 71.7％

8月22日は補填により91.8％

ニコボックス

安岡克明ニコボックス委員

・近藤茂弘さんカラオケ同好会楽しみにしてます。
鈴木 淑久さん
・九州水害早い復旧をお祈りいたします。本日は内田さんごち
そうさまでした。
長谷川 隆さん
・今週月火で講習会の講師をした後
「とてもわかりやすかったで
す」
と褒められました。
とても嬉しかったです。 田中
宏さん
・ご無沙汰しています。
酒井 俊光さん
・今日の南愛知は暑かった！！
森
裕之さん
・なごやか例会ご苦労様です。会場委員会のみなさんありがと
うございます。
内田 久利さん・梅村 昌孝さん・長瀬憲八郎さん

委員会・同好会報告
カラオケ同好会：森田 茂弘さん

本日8時頃よりカラオケ同好会を行います。
まだ席が空いてお
りますので、
みなさんご参加をお願いいたします。

オーストラリア研修報告：北村 京花さん
こんばんわ。
IAC2年の北村
京花です。
この度は海外派遣と
いう素晴らしい研修に参加さ
せて頂きありがとうございまし
た。
パースで過ごした7日間は毎
日楽しみなことばかりでとても
早く時間が過ぎました。
私のホ
ストファミリーはホストマザー、
ホストファザー、
ホストシスター
の三人家族で初めは緊張で話
しがよくわからなくうまくやって
いけるのか焦りましたが、
夕食
の時にホストマザーが英和辞
典で単語を調べてくれたり、
ホストファザーはジョークで笑わせてく
れたりして緊張もほぐれ会話に参加できるようになりました。
この
家にはプールや映画を見るための大きなスクリーンがあり驚きまし
た。
また家族で映画見ながら夕食を食べたり、
ドアを閉めると入る
なという意味になったり、
土足で家に上がったりカルチャーショッ
クを受けました。
日本とは違う文化を知れて楽しかったです。

ホストシスターの9歳のケイティーとは、
ホームステイ中ずっと
話し本当の妹ができたようで楽しかったです。公園で遊んだりピ
アノを弾いたりダンスを教えてもらったりたくさんの思い出がで
きました。
次に現地の高校についてです。私のグループでは調理実習の
授業が3回もありパンとフォカッチャとスコーンを作りました。他
に人体や心理学や英語の授業を受けましたが難しい内容でした
。話し合いの時間が多かったのでそれをきっかけに留学生の友
達ができ嬉しかったです。現地の高校で驚いたのは生徒の授業
に対する積極性です。堂々と自分の意見を言ったり立ち振る舞い
がかっこよく私よりも年上かなと思っていたら実は私が一番年
上でびっくりしました。
7日間で食べたっかたものをすべて食べ尽くしました。
ビッグ
サイズの料理が多くて友達とシェアしました。市内散策では班の
友達とパースの中心街を歩き、
パースの街は世界一美しい街と
言われるだけあり雄大な自然と個性的な建造物が調和してとて
も素敵でした。
またパースの人々は余裕があり優しい人ばかりで
、道を聞くと一緒に道を案内してくれたりオススメの店を教えて
くれました。
日本人は優しくて親切だけど、海外の人は冷たいの
ではないかと偏見を持っていましたが、今回の経験により考え方
がガラリと変わりました。研修を通し色々な友達にも巡り会え、
最後には終わるのが悲しくなるくらい仲を深められました。
海外派遣を終えて私は一生懸命伝えようとすることの大切さ
に気づきました。英語を話すのは恥ずかしいし伝わるかなという
不安があり勇気がいりますが、勇気を出して話すと相手も理解し
てくれようとしてくれて、勇気を出し話しかけた経験は私を強くし
ました。
またオーストラリアに留学中の留学生と話す機会があり、
そこ
で自分の英語力のなさを感じました。様々な国の留学生は将来
の夢がありそのために勉強しているという強い意志を持っていて
、
同じくらいの年なのにこんなに違うことに衝撃を受け私もこん
な人たちのようになりたいと思いました。
最後に私が海外派遣にいくためにご支援してくださったRCの
皆様、心から感謝しています。
ありがとうございました。

オーストラリア研修報告：森下 真友乃さん

って英語を勉強し、
またホストファミリーに会えたらいいなと思いま
した。
このような素晴らしい研修に参加せてくださった皆様にとても感
謝しています。
ありがとうございました。

挨拶：瑞陵高校校長 嶋田 麻知代先生

本日はお招き頂きまことにありがと
うございます。
また日頃は瑞陵高校の
生徒の海外派遣にご支援いただき本
当にありがとうございます。本校の生
徒は非常に元気いっぱいで国際交流
や地域の方との交流やボランティア
活動など非常に積極的です。
しかしな
がら公立高校ですので資金面でなか
なか厳しい状況でしてそういう機会
は実を言うとそれほど多くはありませ
ん。海外旅行と海外派遣は全く意味
合いが違って向こうでホームステイをしたり現地の高校生と交流
する機会ないので本当に感謝しています。
日本そして国際的に活躍できる人材を育成することが本校の目
的です。
RCのような社会で活躍している方の仲間に入れていただ
けるような生徒を育てたいと思っておりますので、
そういう点でも
高校時代にこのような会に出席させていただけることは非常に貴
重なことだと思っております。
最後に2年生の森下の紹介ですが、
7月に行われた愛知県人権
擁護研究会の全国大会にIACの活動の一環として参加させてい
ただきました。皆様に育てていただいたおかげだと思っておりま
す。
今後とも瑞陵高校をご支援ご指導をよろしくお願いいたしま
す。
この度はありがとうございました。

森 重統先生

来年のオーストラリア派遣の団長の当番が瑞陵高校に回ってき
ます。
英語の萩野先生が団長になります。
再来年の7月のIACの地
区大会ですが瑞陵高校が主幹ということで、
瑞穂RCの方々にはい
ろいろとご迷惑をお掛けすると思いますが、
ぜひお力添えの程よろ
しくお願いいたします。

瑞陵高校2年森下真友乃で
す。
今回はこのような素晴らし
い海外研修に参加させていた
だきありがとうございます。
私のホストファミリーはホス
トマザーが日本人、
ホストファザ
ーがイギリス人、
そしてホストシ
スターは水泳をやっていて朝か
ら泳ぎに行っているので家族で
朝から一緒に居られることは少
なく、
夜ご飯を一緒に作り食べ
たりすることが楽しかったです。
夜は寝るのがとても早く9時に
は寝なさいと言われました。
ホストシスターのセナの水泳の試合に連れて行ってもらいました。
日本では外国人が急に来たらみんなびっくりしますが、
私が試合に
行った時はみな自己紹介をしてくれたり気さくで驚きました。
現地高校生との交流では2日間高校生の授業に参加しました。
去
年はバディがいたらしいんですが、
今年はバディがいなくて緊張しま
したが心理学や物理学や英語などを学びましたが英語が理解でき
なかったです。
でも周りの高校生の生徒がわかりやすい英語に直し
てくれたり身振りなどで教えてくれて優しかったです。
最終日には歓
迎会を開いていただき写真を撮ったり記念品を作ったりしました。
例会のご案内
市内班別行動では、
事前にパースのどこに行きたいかを調べ班別
■今週の行事
9月5日
（木）
行動をしました。
しっかり調べて自分たちの行きたい場所に行けたの
が楽しくて、
日本にはない食べ物を食べたり、
日本のマックとパース
行
事：ガ バ ナ ー 補 佐 訪 問
のマックはどこが違うか比べたりしました。
高くて買えないものや
時
間：12：30〜13：30
色々なものを見たりしてとてもいい経験になりました。
こんなに素敵
場
所：ヒルトン名古屋4階
「桜の間」
なメンバーに出会えてすごく嬉しく思いました。
パースの動物園に行き現地のRCの方に案内してもらいました。
日
9月12日
（木） R 規定により休会
■次週
本では柵があって動物があまり見えないのに、
すぐ近くでカンガルー
が見えてびっくりしました。
ここのRCの方はとても優しい方ばかりで ■次々週の行事 9月19日
（木）
質問にも気さくに答えてくれて嬉しかったです。
行
事：ガバナー公式訪問
最後にこの研修で自分のリスニング力のなさや単語力のなさを痛
時
間：12：30〜13：30
感しました。
ただこのまま終わらせるのではなく、
ホストマザーにま
場
所：ヒルトン名古屋5階「銀扇の間」
た大学生になったら戻っておいでと言われたのでそのために頑張

