
■司　　会　ＳＡＡ  後藤　英則

■開会点鐘　会　長　安藤　公一

■斉　　唱　それでこそロータリー

　　　ＳＬ　市川　慎二

■出席報告

　 
■本日の欠席者
二宮麻理子、松本

■他クラブ出席者
安藤公一、関口、千葉、新川 (岩沼 RC)

■ゲスト
島田　彩子様 (R 財団国際親善奨学生 )

■会長報告
　例年より１ヶ月ほど早い冬本番の寒さにも

幾分慣れてきた感じです。いよいよ年の瀬も

押し迫り、今年もあと１週間となりました。

私の会長職も丁度折り返しの半年を迎えまし

た。過ぎてしまえばあっという間というのが、

正直な感想です。残された半年を如何に有意

義なものにしていくかをこの正月にかけて考

えていきたいと思っています。

　岩沼 RC 南館様より 12/14、当クラブクリス

マス例会参加のお礼の手紙を頂戴しましたの

で、ご披露します。また、南館様がお撮りに

なられた写真を写っている方々にお配りしま
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した。

　本日は、クリスマスです。サンタクロース

の出身地といわれているフィンランドに国際

親善奨学生として留学中の島田彩子さんが、

一時帰国中のお忙しい中、当クラブにご来訪

頂きました。現地お様子をお話頂けるとのこ

とで、楽しみです。宜しくお願い致します。

○地区関係

１）R 財団奨学生の高橋さんが留学されるイ

ンディアナ州ブルーミントンに地区が連絡を

取って、ブルーミントン RC より、ホストク

ラブを引き受けて頂けそうな前向きな返事を

貰ったとの連絡が入りました。これから現地

と交信を重ねて良い方向にもっていければよ

いと思っている次第です。

２）地区より 11 月８日にフィリピン中部を

襲った台風 30 号に被災された地域の復興支援

協力依頼に対し、皆様からの支援金が 34,000

円となりました。ご協力ありがとうございま

した。

３）１月 31 日の第５グループ８クラブ合同例

会の申込を 13 名の方から頂きました。ありが

とうございます。

４）当クラブの一大奉仕活動である第３回復

興支援チャリティーロックコンサートまで後

２週間と迫ってまいりました。1 月 12 日㈰に

は皆様に是非ご参加頂きたいと存じます。受
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付や被災地写真展示、寄付金管理等でお手伝

い頂く場面も出てくると思いますので、宜し

くお願い致します。今回より参加する生徒達

にもそのあたりの職務を分担して貰い、運営

の一部を手伝ってもらうことにしています。

今から楽しみです。

５）来週は、１月１日となりますので、年次

計画通り例会は休会となります。１月８日㈬

が平成 26 年の最初の例会となります。同日夜

に理事役員会を開催しますので、理事役員の

方々ご予定願います。

６）本年はいろいろとお世話になりありがと

うございました。来年も本年以上に宜しくお

願い致します。皆様よいお年をお迎え下さい。

７）１月２日にラグビー大学選手権準決勝が

NHK で放送されます。皆様応援宜しくお願い

致します。

■幹事報告
例会臨時変更のお知らせ

○神奈川ロータリークラブ

日時　１月 13 日㈪休会

日時　１月 27 日㈪夜間例会　点鐘 18:30

　　　神奈川 RC 神奈川東 RC 合同賀詞交歓会

■岩沼 RC 南舘秀雄様より 御礼の手紙
　謹啓、この度の貴クラブのクリスマス家族

会へ、急な参加お願いにもかかわらず、温か

く迎えていただきまして、真にありがとうご

ざいました。

　震災へ、また、その後継続して、貴クラブ

の篤い気持ちのこもったご支援に対しまして、

御礼の気持ちを伝えるためにお伺いしたいと

常々思っておりました。その願いが叶えられ、

また、貴クラブのアットホームな会員交流の

様子を体験することができ、感無量です。岩

沼ロータリークラブへのいい刺激にしたいと

存じます。

　今後も一層深い交流をお願いし、御礼の言

葉にしたいと思います。皆援によろしくお伝

えください。向寒のみぎり、ご自愛ください

ますようお祈り申し上げます。　　　　 謹白

　　　　　　　　　　　平成 25 年 12 月 17 日

■国際奉仕委員会　　　　　　　  田川　富男

○南アフリカ学習支援寄付のお願い

　生徒 1 人当たり 15,000 円、今回は４名にて

60,000 円を支援したいと思います。

 会員一人当たり 2,000 円のご寄付をお願いい

たします。

■社会奉仕委員会                                  千葉 和裕

　１月 12 日に行われるチャリティーコンサー

トの協賛金として 1 人当たり 5,000 円を集め

させて頂きますので、宜しくお願い致します。

■青少年委員会　　　　　　　　 青木　邦弘

　ナムフォンのホストファミリーにつきまし

て、現在後藤会員がホストファミリー、１月

から３月末迄、青木がホストファミリーです。

４月からのホストファミリーが決まっており

ません。旭 RC として受けた以上、ご協力をお

願いします。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

安藤　公一／①島田彩子さんようこそ。卓話

宜しくお願いします。②吉野さんの御回復を

お祝い申し上げます。倉本さん、お元気そう

で安心しました。③カーブス鶴ヶ峰の移転が

昨日完了致しました。④メリークリスマス！

吉野　寧訓／長いこと欠席してすみませんで

した。お陰様で退院いたしました。

倉本　宏昭／長い間欠席させていただき、皆

様には大変迷惑をおかけしております。本日

は本年最後という事で出てまいりました。

太田　勝典／①倉本さん、吉野さん、お元気

になられて良かったですね。②島田さんよう

こそ。

千葉　和裕／皆様、今年一年有難うございま

した。そして、吉野さん、倉本さん、お元気

そうでお顔が拝見でき何よりです。今日は気

分がいい！！

内田　　敏／倉本さん久し振り！お元気な様

子で安心しました。

鈴木　茂之／今年は皆さんにお世話になりま

して、有難うございました。来年もどうぞよ

ろしくお願い致します。

綿貫　守一／本年最終例会となりました。厳

しい寒さに向かいますが、皆様お体を大切に。

増田嘉一郎／島田彩子さんようこそ。お話を

楽しみにしています。

齋藤　善孝／倉本さんおひさしぶりです。元

気になってほんとうによかったです。うれし

いです。



　
　

　
　

　
　

　　　　
先日はこれまでのフィンランド生活、特に留

学先でのロータリーの方々との交流を中心に

お話しいたしました。この原稿では例会でお

話ししたことの概要をご紹介したいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

　私の留学先のフィンランドはヨーロッパの

中でも北端にあり、ロシアとスウェーデンに

挟まれています。その中でも私が留学してい

るオウル市は北緯 65 度、フィンランド北方で

ボスニア湾のほとりに位置しています。北極

圏も近く、サンタクロースの居住地ロバニエ

ミにも近い街です。人口は約 15 万人。それで

もフィンランドでは５～６番目に大きい都市

です。オウル市はノキアがあったこともあり、

無線通信技術等のハイテク産業が盛んな都市

です。

　そんなオウルにあるオウル大学の教育学部

で、私は修士課程「グローバリゼーションと

教育」というプログラムに在籍しています。

グローバル化に伴う多様な国際的・社会的問

題への取り組みを教育の立場から考えている

学科です。私はここで『アート（芸術）をど

のように平和教育・グローバル教育に生かす

か』というテーマを研究しています。

　フィンランドではホストクラブの枠を超え

て様々な立場のロータリアンの方々と交流さ

せていただき、大変豊かな文化体験をさせて

いただいております。

　昨年フィンランドに出発する前、ホストク

ラブもフィンランドでの住居も決まっておら

ず、さしあたって１～２週間滞在させていた

だけるお宅をご相談したところ、多数のロー

タリアンの方々より暖かいお返事を頂いて大

変安心いたしました。

　フィンランドに到着して最初にお世話に

なったのは日本に興味のある娘さんがいらっ

しゃるカントーラさんご一家です。その後お

食事に招いてくださったり、ご子息の高校卒

業パーティに招いてくださったりと、折に触

れて交流させていただいている暖かいご一家

です。

　2012 年 9 月にはオウル・インターナショナ

ル RC がホストクラブに決定し、10 月のポリ

オプラス、12 月のクリスマスマーケット、５
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後藤　英則／島田さん、ようこそ。近況報告

楽し味にしています。

矢田　昭一／年末例会を祝して。

岡田　清七／①年末例会を祝して。②倉本さ

ん、吉野さん、お元気そうで何よりです。

田川　富男／再度のお願いですが、国際奉仕

として南アフリカ学習支援の寄付を頂きまし

てありがとうございました。

吉原　則光／①吉野さん全快心よりお祝い致

します。②倉本さんお元気そうでよかったで

す。③島田様、ご多用のところ卓話楽しみです。

よろしくお願いいたします。

兵藤　哲夫／本日、無事会費を納めることが

できました。これは大切なことです。

市川　慎二／①島田彩子さんをお迎えして②

皆様、良いお年をお過ごし下さい。

安藤　達雄／①島田さんようこそ。本日の卓

話よろしくお願い致します。②本年の最終例

会、皆さんたいへんお世話になりました。

五十嵐　正／①吉野さん、倉本さん元気な姿

にお会いできて今日は超ラッキーです。②島

田さんお帰りなさい。本日の卓話楽しみにし

ております。

青木　邦弘／明日から消防団の夜警が始まり

ます。夜７時 30 分から 12 時までです。

■卓話「フィンランドでの生活」
　　　   R 財団国際親善奨学生　島田　彩子

　皆様のご支援をいただき、現在フィンラン

ドに留学している島田彩子です。先日は今年

最後の例会に私の卓話のお時間を作って頂き、

本当にありがとうございました。現在１年半

ぶりに万騎が原の実家に戻って、暖かく陽が

さんさんと降り注ぐ日本、ご飯がおいしい日

本、湯船がある日本を楽しんでいます。

　私の留学はまだ半年ほど残っておりますが、
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月のチャリティーコンサートなどのクラブ公

式の行事に加え、個人のお宅での集まり、別

荘へのご招待、そして日本についての卓話の

機会を頂いたりと、多様な活動に参加させて

いただいております。学校で出会う仲間とは

また違った、様々な職業や出身国のロータリ

アンの皆様との刺激的な交流を楽しみに、ほ

ぼ毎週例会に伺っております。

　2012 年 12 月のクリスマスは、何とフィン

ランド南西部の都市トゥルクのロータリアン

ご一家が私をご家庭のクリスマスに招いてく

ださりました。初めて本当に家庭的なヨーロッ

パのクリスマスを体験し、飾り付けやお料理、

プレゼント交換やロータリーのクリスマス例

会など、日本のお正月にも似ている時間を過

ごし、心温まる冬休みでした。

　2013 年３月・５月・10 月には北フィンラン

ド地区の地区大会がありました。私は親善奨

学生として日本語で和歌や詩を音読する機会

を頂きました。それぞれの季節に合った短歌

や詩を英語で説明しながら音読し、次の地区

大会ではオーガナイザーの方から『今回も日

本語で詩の朗読を』とリクエストされるほど

喜んでいただくことができ、私も嬉しかった

です。

　オウルは小さい街ですので、勉強の合間に

家の近くを散歩していると、地区大会などで

出会ったロータリアンの方と出くわして一緒

に散歩を続けたり、思わぬ場所で私を見つけ

て声をかけて下さる方もいらっしゃいます。

　この 1 １年半ロータリーの親善奨学生とし

て留学をさせて頂きながら、いつも、ロータ

リーの国際親善奨学制度は何と豊かで恵まれ

ているシステムだろうと感じてきました。ロー

タリアンの方々からの直接的・間接的なご支

援のおかげで、非常に安全で安心した留学生

活を送ることができ、勉強にとても集中する

ことができます。そして地元のロータリアン

の方々を通じて豊かな文化体験ができること、

ロータリーのシステムを通じて多様な文化や

職業的背景を持った方々との交流ができるこ

と、それらの中で自国・日本を紹介する機会

を与えていただけることは、他の奨学金には

ない、親善奨学金ならではの豊かな環境です。

　まだ留学期間は半年ほど残されていますが、

今後はアートを生かした平和・グローバル教

育を通じて、そして卒業後は学友として、ロー

タリーを通じて豊かな経験をした一人の人間

として、少しでも社会に貢献できたらと願っ

ています。

■次週の卓話　　創立記念卓話
　「巨大災害を引き起こす地球温暖化を防ごう」

　　二宮会員
　　　　　　　　　　週報担当　内田　　敏


