
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２８６２号（２０１５年７月２９日発行） 

 

    

THE ROTARY CLUB OF CHOSHI 

創 立 昭和32年３月２３日 

RI承認 昭和32年４月１５日 

会 長 宮 内 龍 雄 

副会長 島 田 洋二郎 

幹 事 佐 藤 直 子 

会 計 金 子 芳 則 

例会日時 毎週水曜 12:30～ 

例会場  銚子商工会館５F大会議室 

事務所  銚子市三軒町19-4 

     銚子商工会館内 

電 話  0479-25-3111(会館) 

     0479-23-0750(専用) 

ファクス 0479-25-8789 

E‐mail  rotary@choshinet.or.jp 

URL http://www.tcs-net.ne.jp/~crc   

2015～2016年度 ＲＩテーマ 

世界へのプレゼントになろう  

Be a gift to the world 

2015〜2016 ＲＩ会長 K．R．ラビンドラン 

 

国際ロータリー第2790地区 

銚子ロータリークラブ会報 

第２７９０地区 

ガバナー 櫻木英一郎 (千葉ＲＣ)  
広報・会報委員会 委員長 上総 泰茂 

副委員長 高瀬 幸雄 委員阿天坊俊明・小田島國博 

 
 

、兒玉 英子  

今週のプログラム 

 

「I・M に参加して」 

 

青 野 秀 樹 会員 

松 本 恭 一 会員 

櫻 井 公 恵 会員 

 

 

前回例会報告（７月２２日） 

点      鐘：宮内 龍雄会長 

ロータリーソング：手に手つないで 

 

 

 

 

 

ビジター紹介： 

銚子市教育委員会 教育部 

生涯学習スポーツ課  

課長 浪川秀樹様 

 

 

銚子東 RC 澤田武男様 平野恭男様 

 

 

 

 

 

交換留学生 

Andrew Scott DAVEY 君 

飯田 佳奈さん 

 

 

 皆さん今日は、先日 NHK の番組で現代の若者

の生き方についての特集があり、その内容は今

の若者が物をあまり欲しがらない、シンプルな

生活を送ると言った内容でした。部屋には、テ

ーブルとパソコンだけ、着るものも、必要最低

限の物しか買わない。私は本当にびっくりして

しまいました。若かった頃の自分はあれが欲し

い、これも欲しいと、貰った給料のほとんどを

すぐに使い果たし、親に無心する程でした。欲

しいものを手に入れる為に、働いていたと思い

ます。今、デパートやスーパーに行くと、商品

が溢れ、一体これだけの物が全部売れるのかと

思う時があります。あまりにも物が有りすぎ、

選択の幅が多すぎるのです。私たちの子供の頃

は、テレビもまだあまり普及していなく、少な

い小遣いで、駄菓子屋に行って買い食いをする

のが楽しみでした。今の若い人たちは余り物を

欲しがりません。子供の頃から、食べ物が好き

なだけ食べられ、玩具や服は両方のお爺ちゃん、

会 長 挨 拶 
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お婆ちゃんが幾らでも買ってくれます。そんな

育ち方をして大きくなり、自立し、自分の力で

物を手に入れなくては為らなくなった時にその

ギャップに初めて気が付くのかもしれません。

あまりにも、物が多く、情報も膨大な量で、ど

れを選択していいか、分らなくなっているので

す。また自分の持っているお金と欲しい物の差

が大きい為に、すぐに諦めてしまうのもしれま

せん。しかし人は、原始の頃より自分の欲求の

ために行動し、それが人類の進化に繋がって、

現代の豊かな世界になったのではないのでしょ

うか。物だけがあれば幸せとは、決して言えま

せんが、少なくとも「これが欲しい」と思う気

持ちは、明日への希望ではないかと思います。

今、一つの物を手に入れた瞬間にまたすぐに、

新製品が登場し、手に入れたばかりの物が旧品

になってしまうような異常な社会に、若者たち

は「これは、おかしい」と気づき始めたのでは

ないかと思います。加速度的に文明が進歩し、

限りなく物を生産し、供給し続ける現代社会に

疑問を持つ若者のほうが、正しいのかも知れま

せん。供給する側である私たちは、会社の為や

自分の生活の為に、懸命に働き、物やサービス

を提供し続づけています。まさにこれは、「文明

のジレンマ」と言えます。これからどの様な社

会になるのか、大きな曲り角に来ている様な気

がします。 

 

 

【週報拝受】小見川 RC 

1. 国際ロータリー人頭分担金請求書…RI 

2. 地区管理運営委員会「ｸﾗﾌﾞ相談窓口」ご相談

と回答例のお知らせ 

3. 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝ RC事務局 TEL/FAX変更 

4. RLIDL（ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ・ﾘｰﾀﾞｰ）養成講座のご案内 

5. 地区ゴルフ大会 WEB登録サイトのお知らせ 

…ガバナー事務所 

6. 分区分担金のお願い 

…第 7分区ガバナー補佐 黒田幸一様 

7. 平成 26年度事業報告 

…銚子市・ｸｰｽﾞﾍﾞｲ市姉妹都市友好委員会 

8. 第 63回銚子市小中学校児童生徒・教職員科学

作品展に係る特別賞の交付についての依頼 

…銚子市小中学校文化振興協会 

【例会変更】 

佐原 RC 

7 月 30日(木)→8月 2日(日)I・Mに振替 

8 月 13日(木)定款第 6条第 1節により休会 

銚子東 RC 

7 月 28日(火)→7月 26日(日)I・Mに振替 

8 月 11日(火)定款第 6条第 1節により休会 

 

 

◆誕生日おめでとうございます。 

丸山 泰典会員(７月１９日） 

本日で 48 歳となり、世間的

には既に立派なおじさんと

なってしまいましたが、コー

ロハモンティアーノでは、ま

だ若者と言ってもらえます。

まだ若者と言って欲しい方、入会お待ちしており

ます。有難うございました。 

 
 

 

✧大ニコニコ 加瀬貞治会員 

先日は 40 回の精勤賞として大変

結構な記念品を頂戴しました。 

 

 

✧大ニコニコ 宮内清次会員 

先週は出席通算 20 年のお祝品

をいただきました。これからも

体調に注意してロータリーをエ

ンジョイしたいと思っています。

どうぞよろしくお願いします。 

 

✧大ニコニコ 兒玉英子会員 

7 月 19 日にさざんか園の納涼会に

宮内会長とロータリーの方々も御

来園下さりおかげ様で盛大でなご

やかな会となり、お年寄り達も大喜

びでこれからも 5 年 10 年長生きで

きると喜んでおりました。ありがと

うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

関東近県中学生

選抜野球大会の

助成金を交付い

たしました。 

 

 

 

会員の記念日 

 

幹 事 報 告 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

助成金交付 
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飯田 佳奈さん 

みなさん、こんにちは。 

私は去年の８月１０日

から今年の７月１５日

までカナダのニューウ

エストミンスターに滞

在していました。約１

年間のうちにいろんな

経験を得てきました。

詳しいことは報告会でお話したいと思います。私

にこういう機会を与えてくださりありがとうござ

いました。 

 

 

高瀬前年度青少年委員

会委員長 

 

 

 

 

交換留学生 Andrew 君

に助成金交付 

 

      

 

 

 

 

 

バナー交換 

 

 

    

 

 

「一年間の日本留学を振り返り」 
    ～LAST SPEECH～ 

交換留学生 Andrew Scott DAVEY 君 

         
みなさん

こんにち

は。私の日

本での こ

の一年間

は 驚きと

難しさの

両方の環

境でした。出来ないと思っていたことが日本で

経験出来て感謝しています。日本でのこの１年

間は大変充実していました。 

初めて飛行機の窓から日本を見た時、楽しみ

と不安でいっぱいでした。 難しかった時期が無

いとは言えませんが、決して家に帰りたいと願

った事も無いし、今も帰りたいと思っていませ

ん。 

私と一緒に過ごしたホストファミリーが居なけ

ればこの１年間私が得るものはなかったでしょ

う。彼らは素晴らしい思い出を作ることに手助

けしてくれ、又、親切にしてくれました。 

最初のホストファミリーをしてくれたのは山

田さんでした。小さい３人の子供がいました。

たまに騒がしかったけど、お母さんは英語が話

せたので私の中に日本の文化と言語を取り入れ

ることができた良い環境でした。 

２番目のホストファミリーは丸山さんです。 

私の最初のホストファミリーとは完全に正反対

でした。彼女はいつもジョークとして、お母さ

んじゃなくておばあちゃんと呼んでと言ってい

ました。家では、いつも静かなのでリラックス

していました。私のお母さんは全く英語が出来

ません。私がいつも学校から帰ると夕食の支度

をしていました。彼女は料理が得意だったので

いつも美味しかったです。 

私の最後のホストファミリーは佳奈の家です。

中学生の２人の妹達と今は佳奈がいます。私の

お母さんは、いつも私を連れ出すプランを立て

ていました。特に私は、佳奈のおばさんとその

子供達と一緒に出かけました。少なくとも１週

間に１回は外に出かけてカラオケや栃木などに

行きました。たくさんの人は、銚子はつまらな

いと言うジョークを言います。多くの人達は、

東京などの都市に行った方が良かったんじゃな

いか?と言ってました。たくさんの人達がジョー

クを言いますが、私は実際、銚子が大好きで、

大きい町よりも違う経験を私に多く与えてくれ

ました。もし、違う場所に行くチャンスがあっ

たとしても、私は銚子に来る事を希望します。

この私の小さな視野で考える時、皆が知ってい

る日本と言ったら東京ですが、私は、日本と言

ったら銚子です。銚子は私がどこに居ても、私

の故郷になります。日本での時間はあっという

間に、過ぎて行ったように感じています。いろ

いろな経験をしましたが、それでもまだまだや

りたいことがあります。 

最高の思い出の一つは、修学旅行で京都、大

阪、奈良、神戸に行った事です。友達と学校の

外で会うことも、千葉県の外に出ることも、こ

の時が初めてのようなものでした。三泊四日の

交換留学生挨拶 

卓  話 
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旅行では、お寺や神社に行ったり、夜遅くまで

起きておしゃべりをしたり、 カナダではいつも

食用だった鹿に、餌をあげたりしたことがとて

も新鮮でした。私はそのほかにも、ロータリー

の旅行で鹿児島に行きました。そこで砂風呂を

体験する事ができました。 

また、日本にいる他の留学生や、来年の交換留

学生に会うことができました。私には日本の高

校生が普通にするようなことは私にとって特別

です。例えば放課後に友達とお寿司を食べにい

ってきました。私にとって、とっても楽しかっ

たです。何故なら、その時、初めて友達と関係

を持てたと感じることが出来たからです。ワサ

ビのコンテストもしました。いつもカラオケに

行っては自分の最悪な歌声でバカになって騒い

だりしました。日本にいる他の留学生などとカ

ラオケに行ったり、一度鎌倉のビーチに行きま

した。千葉にはアメリカからの留学生のマギー

がいます。私はとても幸運な事にマギーと沢山

出かけることができました。東京のスカイツリ

ーに行ったり、メイドカフェにも行ってきまし

た。多分、もう二度と出来ないような事ばかり

しました。それらはとても良い経験になりまし

た。 

私の日本での時間は、千葉県立銚子高等学校

がなければ完璧ではありませんでした。私はそ

こで沢山の友達を作り、楽しみました。１年間

のうちに、２つのクラブに入部しました。最初

に水泳クラブに入りました。水泳クラブでは、

毎日トレーニングでした。クラブに入ることで

千葉の水泳チームに会うチャンスにも恵まれま

した。その時、自分は十分な自信はなかったけ

れど、水泳クラブはとても楽しかったです。夏

が過ぎたころ、新しいクラブを見つけました。

それは弓道部です。何故なら、カナダではアー

チェリーが大好きだったからです。前のクラブ

から比べると全然違ったけど、でもそれでも毎

日放課後に部活に行くのが楽しみでした。悲し

かったのは、それが長い間では、なかったこと

です。クリスマス頃から、弓の打ちすぎで、肩

が痛み、腕が上がらなくなってしまったことで

す。すごく簡単な挨拶でご免なさい。大事な事

はお話したつもりです。私の日本留学を面白く

ない毎日ではないかと言っている人もいますが、 

それは、交換留学を経験していない人々が感じ

るだけで、私にとっては大冒険でした。実際に

この大冒険をさせてくれ関係者の皆様に本当に

感謝しています。 

 

 

 

 

 

宮﨑裕光社会奉仕委員長 

夏の交通安全運動実施

のお知らせ 

薄暮時街頭指導 

日時：7月 31日(金) 

16時～ 

場所：銚子大橋交差点 

御都合を付け、ご参加の程よろしくお願いいたし

ます。 

 

 

【出席報告】（白濱龍興例会運営副委員長） 

 

会員総数４４名 

出席計算４２名 

出 席：３３名 欠席９名  

出席率 78.57% 

欠 席：青野君・灰谷君 

伊東君・栢尾君・越川君 

宮内榮君・櫻井(公)君・田中君・植田君 

 

【Ｍ Ｕ】 

7/17:RAC 例会 丸山君・宮内(龍)君 

7/18:研修ﾘｰﾀﾞｰｾﾐﾅｰ 

宮内(龍)君・佐藤君・島田君 

7/18:分区会長幹事会  

宮内(龍)君・佐藤君・島田君 

7/19：RAC 合同会議 丸山君・内田君 

 

 

【ニコニコ】 

 

 

ニコニコ BOX ￥35,000 計 ￥ 117,000 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥  6,750 

米山 BOX ￥  2,650 計 ￥  5,850 

希望の風 ￥ ― 計 ￥ 30,000 

委員会報告 

 

 

次回のプログラム（８月５日） 

 

「1 年間のカナダ留学を振り返り」 

    交換留学生 飯田佳奈さん 

 

膳：（幕の内） 


