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本日の行事予定 (2016 年 5 月 27 日) 

第 3061 回例会 

卓話担当：寺島淳一君 

講  師：愛西市観光協会理事 若山聡氏 

演   題：「津島の街道」 

 
合併号 

先々回の記録（例会） 

第 3059 回 ’16 年 5 月 13 日（金）晴れ 

≪青少年奉仕月間≫ 

卓話担当： 服部貴青少年奉仕委員長 

講  師 : 青少年交換学生 

マライア Lee DOES HOOKEさん 

演   題 : 「日本の生活」 

ロータリーソング 「四つのテスト」 
ソングリーダー 浅井彦治君 
ゲ ス ト 青少年交換学生 

マライア Lee DOES HOOKEさん 

会 員 総 数  66名    4月 1日例会分訂正 
出席免除会員  20名    欠 席 会 員    14名 
本日出席会員  50名    MAKEUP会 員    10名 
本日の出席率  75.76％  訂 正出席 率  98.44％ 
超 過 報 告 三谷栄一君、伊藤幸蔵君、山本達
彦君、幅辰雄君、浅井彦治君、寺島淳一君、杦田
勝彦君、水野憲雄君、野々山勝也君、横井知代君、
吉田康裕君、後藤務君、加藤泰一郎君(今年度・次
年度国際奉仕委員会)、浅井彦治君、田中正明君(あ
まＲＣ訪問)、浅井彦治君、幅辰雄君、稲垣宏高君、
伊藤幸蔵君、伊藤誠君、三谷栄一君、水野憲雄君、
杦田勝彦君、田中正明君、寺島淳一君、山本達彦
君、後藤務君、加藤泰一郎君、宅見康悦君(台北滬
尾ＲＣ創立 10周年記念式典)、宇佐美三郎君(2016
学年度新規米山奨学生オリエンテーション)、浅井
彦治君、飯村理君、猪飼充利君、伊藤誠君、伊藤
基君、加藤則之君、児玉昭君、前田昭生君、松本
浩義君、田中正明君、山田章博君、吉田康裕君、
古川弘一君、後藤務君、坂井裕君(次年度四大奉仕
合同委員会)、浅井彦治君、服部貴君、伊藤幸蔵君、
伊藤哲朗君、加藤則之君、三谷栄一君、野々山勝
也君、大河内勝彦君、山田章博君、山本達彦君、

滝川林一君(マライア誕生会)、浅井彦治君、加藤
則之君、田中正明君、加藤隆朗君、山田勝弘君、
野々山勝也君、伊藤幸蔵君、杦田勝彦君、服部則
仁君、堀田力男君、生田達一君(次年度クラブ奉仕
合同委員会)、相羽あつ子君、浅井彦治君、堀田力
男君、飯村理君、猪飼充利君、伊藤誠君、伊藤基
君、加藤則之君、加藤隆朗君、野々山勝也君、佐
藤敬治君、田中正明君、宇佐美三郎君、山田勝弘
君、八谷潤一、吉田康裕君、寺島淳一君、後藤亨
君(2016-17 年度のための地区研修・協議会)、浅
井彦治君、飯村理君、猪飼充利君、伊藤誠君、伊
藤基君、伊藤哲朗君、加藤則之君、加藤隆朗君、
野々山勝也君、佐藤敬治君、杦田勝彦君、鈴木吉
男君、田中正明君、宇佐美三郎君、山田勝弘君、
八谷潤一、吉田康裕君、寺島淳一君（第 3 回次年
度役員・理事・委員長会議） 

 
会長挨拶 

三谷栄一会長 

5 月は、若い人々の育成を

支援するすべてのロータリー

活動に焦点を当てる「青少年

奉仕月間」であります。ロー

タリークラブは、この月間中、

クラブのニュースレターやそ

の他の広報資料に「各ロータリアンは青少年の模

範」のスローガンを利用するよう奨励されていま

す。本日は月間に因んで、服部青少年奉仕員長の

卓話担当で、青少年交換学生マライアによる「日

本の生活」です。マライアは来日 8 ヶ月になり日

本語もかなり上達し、先月の誕生日会のカラオケ

ではＫ-ＰＯＰがお気に入りのようで、日本の同級

生、スイス、アメリカの青少年交換学生と楽しく

歌っていました。また、マライアの帰国日は 7 月

17 日に決まり、2 ヶ月余りとなりました。マライ

ア、残り少ない「日本の生活」を楽しんでくださ

い。 

本日は、ゴールデンウィークに 8 人の愉快な友

達と行った 8泊 10日のアメリカ、カリフォルニア 

ゴルフ旅行の話をします。 
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中部セントレアから成田経由でサンフランシス

コまで 12時間かかりました。意外と近い感じであ

り、空港では、篠田ファミリーに迎えに来ていた

だき、8 日間、篠田先生、奥様、妹さんに大変お

世話になり、ありがとうございました。 

  初日の昼食はサンフランシスコのユニオンスク

エアで飲茶料理をいただきました。驚いたことに

アメリカの人がたくさん昼食をとっていて、飲茶

は人気があると思いました。そして、ホテルにチ

ェックインに行きました。チェックインは意外と

時間がかかり、これがアメリカかと思いましたが、

実は最初のチェックイン時にパスポート、クレジ

ットカードを提示し、デポジットしているためで、

デポジットを確実にして、エクスプレスチェック

アウトするためでした。チェックイン後、夕食は

居酒屋に行き、日本と同じような料理で、ビール、

熱燗、焼酎、ワインをたくさん飲んで 1 日目は終

わりました。 

2日目はサンフランシスコから車で 30分ほどの

距離にある、第 29代アメリカ大統領ウォーレン・

ハーデイングにちなんで名づけられた市営ＰＧＡ

トーナメントゴルフ場であるハーデイングパーク

コースでプレーをしました。市民であれば＄50程

度でラウンドできるそうで、なんとも羨ましい限

りです。夕方はフィッシャーマンズワーフに行き

ました。海に突き出ている桟橋を利用した、開放

的なショッピングモールで、たくさんのショップ

やレストランが立ち並んでいて、土曜の夕暮れに

行ったので、観光客、カップルでごった返してい

ました。夕食は定番の蟹とエビ、ロブスター、オ

イスターとワインをいただき、パンはちょっと酸

味がありましたが美味しかったです。また、海に

浮かんでいるデッキの上にいるアシカが、芋洗い

状態で寝そべる姿を見ることができました。ただ、

ニオイ（動物臭）が結構きつかったです。 

3 日目は憧れのペブルビーチに移動し、ペブル

ビーチカンパニーが所有する 4 コース中、3 コー

スプレイをしました。はじめに、ザ・リンクス・

アット・スパニッシュベイです。砂浜に生息する

植物群に囲まれたリンクスコースで、波しぶきが

舞いあがる“白く煙るコース”と表現されていて、

リンクスの厳しさを教えてもらい、ゴルフになり

ませんでした。 

4 日目はペブルビーチゴルフリンクスです。何

より世界中のゴルファーのあこがれの的として知

られ、自然の地形をそのまま生かしたデザインの

ペブルビーチゴルフリンクスは、18ホール中その

半分の 9 ホールが海に面していて、対岸の崖を見

ながらのティーショットは、カリフォルニアの爽

やかな風を感じると同時に恐怖心を感じました。 

5 日目はスパイグラスヒルゴルフコースで、コ

ースは冒険小説『宝島』に由来して名付けられま

した。今回のコースの中でも最もタフなコースで、

リンクスコースと森林コースを組み合わせた素晴

らしいコースでした。プレー後、宿泊する篠田ハ

ウスに移動しました。篠田ハウスはプール付きの

聞きしに勝る大豪邸でありました。夕食はプール

の前でビール、ワイン、日本酒、焼酎を飲みなが

らリッチな気分で奥様の手料理をいただき、その

後、プールバーで夢のようなひとときを過ごすこ

とができました。 

6 日目はワインで有名なナパヴァレーに移動し

ました。我々が宿泊したのは、そんなのんびりと

したワインカントリーの中心地に、華やかでひと

きわ目立つ名門リゾート、シルバラード・カント

リークラブ＆リゾート＆スパでありました。およ

そ 150 万坪の広大な敷地内には、280 ユニットに

分かれたプライベートコンドミニアムとゴルフ場、

テニスコート、プール等のレクリェーション施設

があります。6日目にサウスコースを１ラウンド、

7 日目にノースコースをなんと 2 ラウンドプレー

するハードな日程でした。コンドミニアムは、暖

炉、キッチン、テラスが備わっている別荘スタイ

ルの美しいコテージでした。 

8 日目は有名なオーパスワンを訪ね、オーパス

ワンをいただいてサンフランシスコに戻り、無事

帰国しました。8 泊 10 日 7 ラウンドプレーをし、

ゴルフは厳しいものがありましたが、全員プレー

でき、楽しい旅行でありました。最後になります

が、篠田先生に重ねてお礼申し上げます。 

幹事報告 

田中正明幹事エレクト 

1. 本日例会終了後、役員・理

事・委員長会議を開催いた

します。該当の方の出席を

お願いいたします。 

2. 本日は熊本地震義援金拠出の

ため、食事がカレーライスに変更されています。 

3. 5 月 15 日、第 2 回地区青少年奉仕委員長会議

がキャッスルプラザホテルにて開催されます。

加藤泰一郎副委員長に出席していただきます。 

4. 5 月 18 日、第 2 回地区社会奉仕委員長会議が

名鉄グランドホテルにて開催されます。山田勝

弘委員長に出席していただきます。 

5. 5 月 19 日、マライヤさんが服部青少年奉仕委

員長及び浅井会長エレクトと共に半田ＲＣの

例会を訪問されます。 

6. 来週 20日の例会は 22日(日)の家族会に変更さ

れます。お間違えのないようにお願い致します。 

7. 5 月 20 日、「みやこ」にて職業奉仕＆社会奉

仕委員会合同の打上げを行います。 

8. 5月 25日、「魚しま」にて第 4回次年度役員・

理事・委員長会議を開催いたします。 

9. 5月のロータリーレートは 110円/ドルです。 

10.『ロータリーの友』5月号を配布いたしました。 

11.『ガバナー月信』と『The Rotarian』の 5月号

を回覧いたしますので、ご覧ください。 
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ニコボックス報告 第 3059回分 

高木輝和ニコボックス委員長 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副会

長、山本達彦幹事 ①服部貴

君、本日の卓話よろしくお願

いします。②卓話講師に青少

年交換学生のマライアさん

をお迎えして。③3 週間ぶり

の例会です。よろしくお願い

します。 

浅井賢次君 ①高木さん他、皆さん海外旅行無事

お帰りなさい。②加藤則之さん、市議会議長就任

おめでとうございます。③5 月 3 日、伊藤宮司さ

んに献茶祭、大変お世話になりました。 

幅辰雄君 いとこがサンフランシスコで皆さんに

お世話になりました。 

篠田廣君 海外より無事帰りました。皆さんと楽

しく旅行とゴルフができました。お世話になりま

した。あまＲＣとの合同ゴルフで滝川さんにお世

話になりました。 

高木輝和君、三谷栄一君、伊藤幸蔵君、山本達彦

君、伊藤哲朗君 サンフランシスコにて篠田先生

の別荘でお世話になりました。 

加藤則之君 議長に選出されました。皆様の手足

となって働きます。 

三谷栄一君 あま合同ゴルフ例会に欠席しました。

申し訳ございません。 

浅井彦治君 昨日の津島・あま合同ゴルフ会で 3

位に入賞いたしました。 

水野憲雄君 ゴルフが下手になりましたが、よろ

しく付き合ってください。 

田中正明君 浅井賢次さんから津島神社献茶会に

ご招待いただきました。初体験ということもあり、

良い思い出になりました。ありがとうございました。 

相羽あつ子君 お久しぶりです。藤まつりは大盛

況でよかったですね。お疲れ様でした。 

松崎安孝君 浅井賢次さんにお世話になりました。 

宇佐美三郎君 熊本市内に 4 か所スタンドがあり

ますが、なんとか無事でした。 

矢田潔君 今日、司会担当しますので、よろしく

お願いします。 

服部貴君 本日卓話を担当します。よろしく！ 

宅見康悦君、片岡鉄君 マライアさんをお迎えし

て。 

服部則仁君 マライアさんの卓話、楽しみです。 

伊藤祥文君 水野先生、お世話になりました。 

児玉昭君、山田章博君 ウィークリーに写真が載

りました。 

後藤務君 アメリカ旅行ご苦労様でした。勝手な

行動、申し訳なく思っています。有意義でした。 

生田達一君、猪飼充利君、松本浩義君、中野義光

君、小林啓子君 その他。 

 

卓 話 

≪青少年奉仕月間≫ 

卓話担当： 服部貴青少年奉仕委員長 

講  師 : 青少年交換学生 

マライア Lee DOES HOOKEさん 

演   題 : 「日本の生活」 

 

 

 

 

 

 

 

 

メイン州 

アメリカでメ

イン州は東の

一番北にあり

ます。皆さんが

よく知ってい

る New York の

ちょっと上で、

カナダのすぐ

下です。メイン州の人口は 130 万人で私の住んで

いる町ロックポートの人口は 3,000 人くらいです。

ロックポートは自然がいっぱいあります。実はメ

イン州の 90％が森です。私は州の南の方に住んで

います。ほとんどの人がその辺に住んでいて、メ

イン州の一番北の方はほとんど人が住んでいませ

ん。ロックポートは大西洋に面しています。私の

うちから 5 分歩くと海に着きます。夏によく海や

山で遊びます。例えば山でハイキングやキャンピ

ング、海では泳いだりセーリングします。冬はと

ても寒いのでよく家の中にいます。でも多くの人

は冬のスポーツもします。私はあまりスキーが好

きじゃないけど私の友達はよく行きます。家の近

くに山があるのでみんなはスノーボードやスキー

に行きます。私はスキーをしないけどアイススケ

ートは大好きです。メイン州にはたくさんの国立

公園があります。友達や家族と一緒にハイキング

やキャンピングによく行きます。 

 

私の興味と趣味 

私の一番好きな趣味はボートです。アメリカでボ

ートはローイングと言います。ローイングは４人

で小さな細くて長い船に乗りオールを漕ぐ競技で

す。うちの近くに大きな湖があるので春と夏と秋

に毎日友達と一緒にローイングのレッスンをしま

す。去年のほとんどはローイングをしました。大

会に出場もしました。ローイングを始めるまでは

中学から高校１年生までずっとフィールドホッケ

ーをしました。フィールドホッケーのルールはア

イスホッケーと同じですが、草の上でプレーしま

す。フィールドホッケーをがんばっていたけど、
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高校の勉強が大変になったからやめました。その

他に絵を描くこともとても好きです。アメリカで

よく絵を描きました。私は子供の時から絵に興味

を持っていました。でも日本に来るためにこの趣

味の時間があまりありませんでした。あと、ファ

ッションの興味もあります。だから、日本に来て

幸せでした。日本にはいろいろなスタイルがある

のでほんとにおもしろいです。 

 

私の家族 

私の家族はお父

さん、お母さん

とお兄さんがい

ます。お父さん

の仕事は木の仕事をしてい

ます。テーブルを作ったり、

舟を作ったりしています。お

母さんの仕事はガーデナー

です。お兄さんは違う州に住

んでいるけど、夏に家に帰っ

てきます。彼は 25 歳で、今

車の販売をしています。あと

私の家には猫と犬もいます。 

 

アメリカの学校 

アメリカと日本の学校は全然違います。アメリカ

の学校は日本よりもゆるいです。けど学校の勉強

は同じ量あります。アメリカは 1 年が夏の終わり

から、次の夏の始まりまでです。だから、2 ヶ月

以上の長い休みがあります。アメリカの学校の朝

は日本よりも早く始まります。7：30 から授業が

あります。学校の終わりは 2：30 です。学校の後

毎日ローイングの部活あります。冬でローイング

ができないときは毎日ローイングのチームメイト

と一緒にジムに行きます。日本に来る前は日本の

学校はすごく厳しくて、忙しいと思っていたけど、

それはアメリカと同じでした。 

 

日本の第一印象 

日本に来た最初の日は私の人生の中で最もドキド

キとワクワクした日でした。あの時は日本語が全

然わからなくてすごく緊張していました。最初の

ホストファミリーが英語の話せる人達でとてもラ

ッキーでした。日本語が話せなかった時私をよく

助けてくれました。留学をして初めはカルチャー

ショックを受けました。アメリカと日本は天気に

人に学校など全ての生活が違いました。日本で一

番びっくりしたのは日本人です。日本人とアメリ

カ人の間には大きな文化の違いがあります。日本

人はやさしくて、思いやりがあります。私が日本

語をまだ話せなかった時特に優しかったです。よ

くアメリカで外国からの留学生は最初から英語が

話せます。アメリカで英語しゃべらない生活は本

当に難しいです。最初日本語がしゃべれなかった

けどいつも親切にしてもらって本当に助かりまし

た。日本ではよく歓迎されました。誰もが私と話

をしてくれたのですごく元気になり、すごくうれ

しかったです。 

 

学校の始まり 

学校が始まってク

ラスメイトはすご

く元気で、日本語が

あまり話せない私

でも皆と一緒にす

ごく盛り上がりました。学校では普通の授業を受

けました。初めは難しかったけど、毎日授業中に

自分で日本語を勉強していました。学校ではすぐ

に友達ができたけど、親しい友達はちょっと難し

かった。日本語がよくわからなかったからしゃべ

ることもできなかったです。その時は私の生活の

中で最も難しかったことは日本語でした。日本語

をよく聞いたので、今では親しい友達と一緒にた

くさんしゃべることができます。私は日本語が上

手になってうれしかったです。 

 

日本語の勉強 

日本に来る前に 4 ヶ月間日本語を勉強しました。

ロータリーのプログラムで日本にいくことが決ま

ったのが遅くて、勉強の開始が遅くなったのです。

アメリカでは日本語のレッスンを受けられなかっ

たので日本語の本で勉強しました。またパソコン

でも勉強しました。日本に来た時日本語はそんな

に難しくないと思ったけど、すごく難しかったで

す。最初はあまりコミュニケーションできません

でした、けれど毎日勉強したから今は友達やホス

トファミリーとたくさん話せます。日本語が話せ

るようになってたくさん素晴らしい思い出といい

友達ができました。 

 

楽しい旅行 

日本に来てからたくさん楽しい旅行に行きました。

ロータリーの旅行が一番楽しかったです。ロータ

リーの留学生の友達と一緒にいろんな素晴らしい

ところに行きました。日本に来た最初の週、犬山

に旅行に行きました。それは最初のロータリーの

旅行でした。その時が他の留学生と出会った初め

ての時でした。違う留学生に会うのはちょっとワ

クワクでした。すぐにいい友達になりました。留

学生の友達と一緒に日本で同じ経験をしたから、

みんな友達になりやすかったです。犬山へ行った

時はそんなに遠くない旅行でしたが、その時初め

て寺を見ました。日本に来る前に寺と歴史に興味

があったから日本の歴史を見られてうれしかった

です。2 回京都に行きました。日本で私の一番好

きな町は東京です。けれど、京都は 2 番目に好き

です。京都の建築物は本当におもしろいです。京

都に行った時、違う時代だと思いました。1 回金
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閣寺に行きました。あと、清水寺とたくさんの違

う寺にも行きました。秋に京都の有名なお寺に行

ったからすごくきれいでした。日本の紅葉を見た

のは初めてでした、本当に素晴らしかったです。

メイン州でいっぱいきれいなメイプルの木はある

けれど、京都の秋を見てうれしかったです。ロー

タリーの一番楽しかった旅行は東京です。11月に

3 日間東京で泊まりました。最初の日は東京スカ

イツリーと浅草に行きました。2 年前アメリカの

学校の旅行で日本に来た時も東京に来てとても楽

しかった、だからまた東京に来られてすごくうれ

しかったです。最初の日に東京の留学生たちにも

会いました。本当におもしろかったです、今でも

いい友達です。最後の 2 日間はディズニーランド

とディズニーシーに行きました。ディズニーラン

ドに行ったことが一番好きな思い出です。私はア

メリカのディズニーランドに行ったことがないの

で初めてのディズニーでした。留学生の友達と一

緒で本当に素晴らしかったです。東京の後私の生

活はすごく忙しくなりました。たくさん楽しい旅

行に行きました。そのころから日本語がもっとわ

かるようになりました。2 月に私の一番親しい友

達のミミちゃんと第 2 のホストファミリーと一緒

にユニバーサルスタジオに行きました。日本に来

てから遊園地がすごく好きになりました。アメリ

カで遊園地にあまり行ったことがないけど、日本

ではすごく楽しい！ いつもいろんな人がコスプ

レをしています。私は友達と一緒にペアルックを

着ました。この 1 年間で私が一番忙しかった時は

春休みでした。毎日予定がありました。ロータリ

ーの旅行と友達との遊びもいっぱいしました。春

休みの最初の日からロータリーのオリエンテーシ

ョンで白馬のスキーに行きました。日本に来る前

スキーは全然好きじゃないと思っていたからメイ

ン州ではスキーあまりやってない。スキーの時は

いつもすごく寒い、だから楽しくなかった。あと

そんなに早い動きは怖いです。白馬に行った時ス

キーはやりたくなかったけれど挑戦しました。山

でよく練習したから、上手になりました。すごく

楽しかったです。またアメリカに帰ってからアメ

リカの友達と一緒にスキーをしたいです。あのス

キーの旅行でたくさん新しい留学生と会いました。

その留学生たちとよく遊んでいたから、いい友達

になりました。スキーの後ミミちゃんと一緒に東

京に行きました。私達東京にあまり行ったことな

いから東京をたくさん見たかったです。最初の日

は秋葉原に行って買い物しました。あとメイドカ

フェと猫カフェにも行きました。ずっと猫カフェ

とメイドカフェに行きたかったから本当に楽しか

ったです。最後の 2 日間は原宿と渋谷で買い物し

ました。あと新大久保も行きました。私とミミち

ゃんはＫ-ＰＯＰが好きなので、そこではすごく盛

り上がりました。4 月にまたロータリーの旅行で

犬山に行きました。犬山の祭りでいっぱいきれい

な桜を見ました。日本でたくさん祭りに行ったこ

とあるけどこの祭りが一番楽しかったです。アメ

リカのテレビで日本の桜をよく見ました。だから

ここに来る前に桜を見たかったです。日本に来て

から日本の桜をずっと待っていました。だから見

られた時すごくうれしかったです。5 月藤まつり

も見ました。アメリカでも藤の花はあるけれど、

初めてこんなに多くの花を見ました。本当に美し

かったです。私のお母さんの仕事はガーデナーな

ので私も花に興味があります。私が子供の時お母

さんから花の名前をたくさん教えてもらいました。

日本に来てからたくさんきれいな花を見られてう

れしかったです。 

 

日本の学校 

日本に来てから学校でたくさんのいい思い出とお

もしろい経験をしました。留学の最初の７ヶ月は

同じクラスで過ごしました。初めて日本に来た時

にそのクラスメイトにびっくりしました。なぜな

ら日本に来る前、日本の生徒はすごく控えめだと

思っていたからです。でもわたしのクラスメイト

はとても元気でした。最初のころ私は日本語が話

せませんでした。でもみんなと友達になりました。

皆からとても歓迎されました。最初の月に東高校

の文化祭と体育祭がありました。あのときが日本

で初めての学校のイベントでした。学校の文化祭

でみんなと一緒にダンスしました。クラスメイト

は 2 週間ダンスの練習をしたけど、私は 2 日間だ

けでした。だから私の初めての学校経験はちょっ

と大変でした。ダンスは好きだから新しい友達と

一緒にダンスすることはすごく楽しくておもしろ

かったです。その文化祭のあと体育祭もしました。

初めての学校イベントは本当に楽しかったです。

アメリカでいろんな学校のイベントがあるけれど、

日本のイベントにも興味がありました。日本の学

校イベントをみんなでがんばったからとても楽し

かったです。あと、7 ヶ月でみんなと一緒にたく

さん楽しいことしました。私の日本語を一番助け

てくれたのは学校の友達でした。みんなと一緒に

同じ授業を受けました、でも授業はよくわかりま

せんでした。最初の半年の授業で毎日日本語を勉

強しました。あと友達と日本語の練習もしました。

最初のクラスメイトは今でもいい友達で、みんな

と一緒によく待ち合わせします。4 月にクラスが

替わりました。替わる時はちょっと悲しかったで

す。友達は 3 年生になりました。しかし私だけは

まだ 2 年生です。友達と離れることが寂しかった

です。けれどこの新しいクラスでもいい友達がで

きました。今では日本語もちょっと話せるから、

新しいクラスでも初めから友達になりました。今

度は理系クラスになりました。だから男子が多い

です。女子は 8 人しかいません。女子と仲良くな

りました。来週このクラスと一緒に沖縄へ修学旅

行に行きます。本当に楽しみにしています。 
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日本に来てから写真部に入りました。1 年間学校

で友達と一緒にたくさん写真とりました。日本に

来る前アメリカで写真の授業を受けました。だか

ら写真部に入れてうれしかったです。日本でたく

さん楽しい旅行に行きました。でもいつも写真を

撮ることを忘れます。だから学校でたくさん写真

を撮れてうれしいです。東高校の写真部は愛知県

で一番です。だから東高校の写真部に入れてうれ

しかったです。 

 

アメリカ vs日本 

日本に来てアメリカと全てが違う日本に本当にび

っくりしました。飛行機を降りて最初に気付いた

ことが天気でした。メイン州の夏はあまり暑くな

いし、ぜんぜん蒸し暑くないです。でも日本の天

気は反対です。日本でたくさんの時間を過ごすの

で、それに慣れるだろうと思いましたが、今でも

まだ慣れていません。日本の冬は寒いけど雪はあ

まり降らないです。日本の冬の一番嫌いなところ

は寒くても学校や他の場所に行かなければいけな

いことです。夏に毎日自転車で学校まで行くこと

は大丈夫だけど、冬に学校と家の中がすごく寒い

のは嫌です。メイン州はとても寒いので冬のため

に準備します。私は日本の秋と春が一番好きです。

他にアメリカと違うところは人と社会です。家の

外で日本人は静かです。電車の中で誰もしゃべら

ない、これはびっくりしました。どこでもアメリ

カ人はいつでもうるさい、けど日本人は本当に控

えめです。日本に来る前に日本人はいつも静かで

控えめだと思ってました。けれどもそれは違いま

す。日本人は初めは控えめですが、慣れてくると

アメリカ人と同じです。 

日本に来て大きな町に住むのは初めてでした。こ

こに来てうれしかったです。ここではたくさん楽

しい遊びができます。たとえば毎週末カラオケや

買い物に行けます。アメリカでは行けません。 

何回も言いましたが、日本でたくさんの素晴らし

い思い出を作りました。日本に来てからたくさん

大切なことを身につけました。この留学で私は強

い心を持つことができました。日本でたくさんい

い人と出会いました。私の残りの生活でもっとた

くさんの友達に出会うことをのぞみます。文化の

違う日本に来て私の人生は変わりました。たくさ

ん大切なことを身につけました。 

 

Conclusion 

今日ここでロータリーの皆さんに感謝の気持ちを

伝えたいと思います。日本に来て皆さんに歓迎し

ていただいたこと、また素晴らしい経験をさせて

いただいたこと、私は忘れません。この 1 年は私

の人生の最高の年でした。すべてをありがとうご

ざいました。最後の 2 ヶ月もよろしくお願いしま

す。 

 

誕生日祝福(5 月) 

堀田力男親睦活動委員長 

八谷潤一君（ 1日） 

服部則仁君（ 1日） 

松崎安孝君（12日） 

佐藤雅彦君（13日） 

横井知代君（23日） 

古川弘一君（26日） 

鈴木吉男君（31日） 

 

夫 人 

杦田勝彦夫人（ 3日）  飯村 理夫人（17日）  

伊藤幸蔵夫人（18日） 後藤 務夫人（21日） 

 

結婚記念日祝福 

鶴見 治貞君（ 1日） 宇佐美三郎君（ 5日）  

伊藤 幸蔵君（ 9日） 吉田 康裕君（ 9日）  

横井 知代君（17日） 松崎 安孝君（22日）   

遠山 孝義君（29日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤哲朗元副会長 

矢田潔会場委員 

浅井彦治会長エレクト 
児玉昭ゴルフ部会長 

青少年交換学生の

マライアさんにお

小遣いをお渡しし

ました。 

 来月のゴルフ

は木曽路で納

会をします 
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先回の記録（例会） 

第 3060 回 ’16 年 5 月 22 日（日）晴れ 

≪家族例会≫ 

～琵琶湖クルージングランチ＆宇治平等院～ 

会 員 総 数  66名    4月 8日例会分訂正 
出席免除会員  20名    欠 席 会 員    11名 
本日出席会員  26名    MAKEUP会 員    9名 
本日の出席率  39.40％  訂 正出席 率  98.46％ 

 
 今年度の家族例会は、ヘレン・ケラーや皇室の

方が宿泊した元ホテルのびわ湖大津館を見たり、

様々な種類のバラが咲き、モネの絵のような風景

もあるイングリッシュガーデンを楽しんだり、び

わ湖ミシガンクルーズをしながらのランチをいた

だき、宇治平等院の見学をしました。平等院の屋

根にある鳳凰が太陽に反射して、眩しいほどの黄

金色に輝いていました。 

【びわ湖大津館＆イングリッシュガーデン】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【びわ湖ミシガンクルーズ】 
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次回例会 

 第 3062 回 ’16 年 6 月 3 日(金) 

卓話担当：高木輝和君 

演  題：「少年ケニヤ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【宇治平等院】 

 2012～14 年に屋根や柱の修復が終わった世界

遺産で国宝の平等院鳳凰堂。鳳凰の裏側が、午後

の太陽に反射してまばゆく輝いていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6月のメニュー 

 

 

 

 

 

 

青少年奉仕委員会 

 5月 19日(木)、青少年交換学生のマライアさん

と、浅井彦治会長エレクト、服部貴青少年奉仕委

員長が、半田ＲＣの例会を訪問しました。小栗利

朗会長は学生時代にメイン州への留学経験がある

ということです。丁重なおもてなしをいただき、

例会後には半田市内の屋台会館等へ案内してくだ

さいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6月の例会変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     

6月 3日(金)  ちらし寿司 

6月 10日(金) 割子弁当  

6月 17日(金) 冷しゃぶ 

6月 24日(金) 納会弁当 

バナー交換 

半田ＲＣの 

バナー 

屋台会館のからくり人形 

成田一郎幹事、小栗利朗会長と 

うちわ 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

名古屋守山 RC 6/1 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋丸の内 RC 6/2 木 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 9F 

名古屋和合 RC 6/8 水 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

尾西 RC 6/13 月 尾西信用金庫本店 

尾張中央 RC 6/15 水 名鉄グランドホテル 

稲沢 RC 6/15 水 林商事ビル 

名古屋ｱｲﾘｽ RC 6/15 水 ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 

名古屋西 RC 6/16 木 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

あま RC 6/20 月 名鉄グランドホテル 

一宮中央 RC 6/22 水 一宮商工会議所㌱(夜) 

名古屋守山 RC 6/22 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋東南 RC 6/22 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋大須 RC 6/23 木 名古屋東急ホテル 

名古屋丸の内 RC 6/23 木 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 9F 

名古屋空港 RC 6/27 月 キャッスルプラザ 

尾西 RC 6/27 月 尾西信用金庫本店 

名古屋城北 RC 6/28 火 栄東急 REIホテル 

名古屋名駅 RC 6/29 水 名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

 


