
 

第 2163 横浜港南ロータリークラブ週報 

2019．6．12．[水] 第 2399回例会報告 

 

◎司 会           阿曽輝彦 SAA委員長 

◎ロータリーソング        『奉仕の理想』 

◎ゲスト  ・地区青少年奉仕委員長 水谷透様 

・横浜南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ  宮田彰久様 

       ・横浜南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ  川﨑智晴様 

       ・(株)コウセイ専務   國光一平様 

         ・青少年交換留学生  キャミアさん 

◎ソングリーダー      豊場建伍合唱委員長 

◎出席報告           福田静香出席委員 
会 員 数 

                    
出 席 者     

数                     
出席率 前回 

修正率 
前月 
平均率 

35(7)名 27(7)名 79.4% 96，9％  92.6% 

（  ）内は出席免除会員数 
 
◎親睦委員会（今週のお祝い） 

青柳民朗親睦委員 
*会員入会記念日祝      

上杉順一会員（７日）・根本雄一会員（１３日） 

福嶋浩之会員（１９日）・八木禧昭会員（２０日） 

*配偶者誕生日祝 

 根本留美様（５日）・北見晴代様（５日） 

高森久子様（１０日）・佐々部まゆり様（１０日） 

阿曽苑生様（１４日）・小笠原千秋様（１７日） 

 ニコニコボックス本日合計 ７９，０００円 

ニコニコボックス 累 計 １，２０９，０００円 

◎米山チャリティボックス  
               坂巻照代米山奨学委員 
小後摩重正会員 佐々部宣宏会員 坂巻照代会員 

橋浦重己会員  福嶋昭会員 宮下賢会員 ６名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計 ６，０００円 

米山チャリティボックス累計 ２２０，０００円 

 

◎ 会長報告  
① この会場で私が会長として行う例会は今日が最後

となりました。一年間支えて頂き本当に有難うござ

いました。 

② ６月１６日あすなろ杯サッカー大会表彰式に瀧青少

年奉仕委員長に出席して頂きます。よろしくお願い

致します。 

③ ６月１９日は最終例会です。皆さん出席お願い致し

ます。 

④ ６月２２日～２６日まで根本エレクト・尾形次期幹

事・櫻井国際奉仕委員長・天野次期国際奉仕委員

長がセブポートセンターＲＣの会長就任式に出席さ

れます。私は行けませんので、パカさんへ手紙を用

意します。 

 

◎ 幹事報告  

① 先週、市川先生から、周年毎に発行された記念誌

をお借りしました。１０周年は記念誌という形ではな

く、随想集のスタイルで、それ以降は記念誌にとて

も熱い想いを感じました。一年間振り返るとクラブ

の外にもっと目を向けるべきだったという反省がご



ざいます。クラブの活動が基本ですが、クラブの外

でどのようなことが行われているのかを自分自身を

含めてクラブ全体が目を向けられるようにしておく

べきであったと思いました。次期は幹事ではなく違

う立場ですが、私に何が出来るか考えたいと思い

ます。 

 

◎ 西山会員より 
先週ご案内させて頂きましたが、７月１３日に『吉野

町市民プラザ４階』にて、立川談慶独演会がござい

ます。あと少しチケットがありますので、皆さんよろ

しくお願い致します。 

 

◎ 委員会報告  

① ロータリー財団委員会       笠原孝雄委員長 

   大井会員より、ベネファクターとして１０００ドルの寄

付を頂きました。有難うございました。 

② 親睦委員会           海野俊彦親睦委員長 

来週６月１９日（水）１８：３０～『横浜ベイ東急』25階

にて最終例会です。１階のベルデスクからエレベー

ターでのご案内となります。 

 

◎ 『一年間の留学について』  
青少年交換学生 キャミアさん 

 
 
 

 
 
 

皆さんこんにちは。私を受け入れて頂き有難うござい

ました。これから一年間の感想を発表したいと思いま

す。 

私が１０か月前に来日した時、最初の３ヶ月くらいは

辛いかと思いました。しかし、その頃はおもてなしのこと

は知りませんでした。当たり前ですが、苦しいこともあり

ました。皆が知っている恐ろしいカルチャーショックもあ

りました。コミュニケーションをきちんと取れない場合、

何が起きているのか、どんな答えをすれば良いのか、

何故相手はそんなふうに振舞っているのか全くかわか

りませんでしたが、私はフランスに帰りたいと思ったこと

はありません。 

次におもてなしと言いましたが、それは最初のホスト

ファミリーの佐々部さんのお陰で知りました。 

佐々部家の宣宏さんとまゆりさんはとても優しく、い

ろいろ経験させてくれました。また、まゆりさんは英語を

話せたので、最初のホストファミリーとして大変良かっ

たと思います。来日する前は和食をあまり食べたことが

なかったのですが、たくさん頂きました。はじめてとらや

に連れて行ってもらいました。とても良い思い出です。

毎日私の知らない新しい料理を出してくれたので、写真

をたくさん撮りました。佐々部さんは自然な場所や景色

が好きだそうで、私の好みにぴったりでした。日本に来

て楽しんだのは佐々部さんと行ったスキューバダイビン

グでした。日本人は紫外線を防ぐのに長袖を着るのは

良い習慣だと思います。スキューバダイビングの先生

は私の日本語のレベルが低いことを考えて、私が理解

できるよう一所懸命に考えて教えてくれました。魚が多

く餌をやることが出来ました。私がフランスで住んでい

るところは地中海性気候なので、群れの様子が千葉と

は違うので、とても心に残りました。高い気温と湿度の

お陰で高い木が出来て、葉は素晴らしい輝きでした。 

次に宮下さんの家族の紹介をします。 

宮下さんの家族はお父さんとお母さんだけでなく、おじ

いさんとおばあさんもいて、早く好きになれそうだと思い

ました。宮下さんの奥さんの直子さんの誕生日と一緒

に歓迎会を行ってくれました。宮下さんの家には４ヶ月

滞在したので一番長いホームステイでした。直子さんは

一番感謝したい人です。私を預かるために仕事の時間

を短くして、毎日早起きしてお弁当を作ったり、バス停

まで歩いて連れて行ってくれました。佐々部さんたちの

ように日本語を教えてくれて、私の質問にたくさん答え

てくれました。直子さんの家族は近くに住んでいて大家

族でした。新年会やバーベキューにも誘ってくもらい、

家族に溶け込んだ感じがしました。渋谷のハロウィンに

も行きました。仮装した外国人が多くて、写真を撮るの

に最高でした。そして、お母さん達と秋葉原にも行きま

した。マンガオタクに有名な正直面白いお店にも入りま

した。メイドカフェです。注文の仕方も面白かったです。 

３つ目の家族を紹介します。 

大家族ではなく、お母さんしかいませんでした。お姉さ

んは神戸の大学に通っていて、お父さんは名古屋で働

いています。暇な時間が出来てマイペースな生活にな

ると思いましたが、お姉さんはインターンシップの為、１

ヶ月横浜に戻り、お父さんは週末家に帰って来ました。



お隣さんと仲が良いので、お隣さんと花見をしたり、何

回も遊びに行ったりしました。実際、暇な時間は全然あ

りませんでした。春休みとゴールデンウイークの間に静

岡と大阪のご家族に会いに行きました。娘さんのりさち

ゃんと従妹のさやちゃんと一緒にけっこうお出かけした

のでお話します。さやちゃんが大阪から神奈川県に来

た時、原宿や富士急にも行き、ゴールデンウイークには

ユニバーサルスタジオにも行きました。この場所には共

通のものがあります。すごく混んでいるということです。

来日する前は人口密度が本州よりぜんぜん少ないとこ

ろに住んでいたのです。その頃、日本の生活を想像し

てみると、人がたくさんいて大きな街に住んだら楽しそ

うだと思いましたが、実際混んでいる場所で感じたこと

は、待つことに我慢強いわけではありません。狭くて混

んでいる道を歩くのは嫌になってしまいました。広い場

所に行きたいと思いました。しかし、原宿は楽しかった

です。女子３人でユニバーサルスタジオに行ったことは

私の青春でした。先ほど、広いところに行きたい気持ち

を伝えましたが、それはあるお出かけで出来ました。 

東田さんの両親は私を伊勢神宮に連れて行ってくれ

ました。フランスのガイドブックで伊勢神宮は神秘的な

場所と書かれていました。観光客は多かったのですが、

伊勢神宮の静かな雰囲気を味わうことが出来ました。 

今のホストファミリーの宮田さんを紹介します。３世代

が同居しています。お母さんとおばあさんは家族のよう

に私の面倒をみてくれて有難いです。初めて野球観戦

に一緒に行ったのは宮田さんでした。野球は見たこと

はなかったし、ルールまで理解していませんでした。そ

の日はＤＮＡは２回ホームランが出て勝利しました。ラ

ーメン博物館にも行きました。一番好きなのはとんこつ

ラーメンです。先週横浜で行われた花火大会をホテル

の部屋から見ました。おばあさんは私に浴衣を着せて、

美味しいものをたくさん用意してくれました。私はホスト

ファミリーの方に深く感謝しています。 

高校についてお話します。はじめて先生に紹介され

てから、皆は私の世話をしてくれました。私のクラスに

英語が出来る人がいなかったので辛かったです。時間

が経つと普通の生徒のように見られてきます。私は普

通の生徒になりたかったので良かったです。そして、日

本語が上達してきましたが、なかなか気の合う人がい

ませんでした。しかし、一人の友達が出来て、その人を

大事にして本当に楽しかったのです。２年生の最後に

は特別に紹介されず、新しいクラスにそのまま入りまし

た。帰国する直前に友達が出来ましたが、本当に残念

です。日本を出ることが辛くなってきます。修学旅行は

北海道に行きました。今まであまり話す機会がなかった

人と話すことが出来て心に残りました。北海道の風景

はヨーロッパに似ていて美しかったです。北海道はとて

も広くてバスに乗る時間が長かったのですが、一人で

行ってみたいと思いました。 

最近はバドミントン部とマンガ研究部に通っています。 

ロータリークラブについて、オリエンテーションは留学

生・派遣高校生・ホストファミリーや留学を担当している

ロータリーのメンバーが集まり、留学生や派遣高校生

のスピーチを聞いていろいろなことを教えてもらいます。

私もスピーチを書いていて大変でした。ホストファミリー

は書いたことを確認してくれたので、大変だったと思い

ます。 

日本に留学に来たので、他の留学生たちと共にする

時間は避けようと思っていました。外国人と英語で話す

のではなく、日本の女子高生の日常生活を体験するた

めに、ロータリーのプログラムにしました。しかし、結局

は留学生とたくさん遊んで、毎回楽しい思い出になりま

した。最初に日本語学校に通い、書道や茶道などのア

クティビティーをさせてくれたり、群馬県にスキーへ行っ

たり、京都・広島のバス旅行へ行ったりしたことはとても

大切な思い出です。一年間という短い間でしたが、本当

に横浜港南ＲＣの皆さんやホストファミリーのご家族の

皆さんには大変お世話になりました。素晴らしい心に残

る思い出がたくさん出来ました。心から感謝しています。

本当にありがとうございました。 

 

◎ニコニコボックス     海野俊彦親睦委員長 
横浜南ＲＣ 宮田彰久様 

  キャミアと仲良く暮らしていますのでご安心ください。

いろいろとお世話になりありがとうございます。 

横浜南ＲＣ 水谷透様 

  宮下会長をはじめ、横浜港南ＲＣの皆様、一年間キ

ャミアのホストクラブとしてお世話になり有難うござ

います。本日は彼女のスピーチを楽しみにして来ま

した。 

横浜南ＲＣ 川崎智晴様 

  宮田彰久さんは次年度地区拡大増強委員長です。



お見知りおき頂ければ幸いです。 

宮下賢会長 大井和子幹事 

  地区青少年奉仕委員長水谷様・横浜南ＲＣ宮田様・

川﨑様、（株）コウセイ専務國光一平様ようこそいら

っしゃいました。 

  キャミアさんの報告楽しみにしております。 

佐々部宣宏会員 

  会員誕生日祝を頂き有難うございます。 

(先週風邪で休みました) 

  配偶者誕生日祝を頂きまして有難うございました。 

福嶋浩之会員 

  会員入会記念日祝を頂きまして有難うございまし

た。 

阿曽輝彦会員 高森政雄会員 

  配偶者誕生日祝を頂きまして有難うございました。 

根本雄一会員 

  会員入会記念日祝・配偶者誕生日祝を頂きまして

有難うございました。 

八木禧昭会員 

  ホーム最後の例会です。宮下丸ご苦労様です。 

  会員入会記念日祝を頂きまして有難うございまし

た。 

海野俊彦会員 

  親睦委員会として、この一年間お世話になりました。

有難うございました。 

  水谷様・宮田様・川﨑様・國光様ようこそいらっしゃ

いました。 

  キャミアさんの報告楽しみにしております。 

橋浦重己会員 飯島直人会員 市川敏明会員 

青柳民朗会員 宮島秀晴会員 平山滋也会員 

坂巻照代会員 

  地区青少年奉仕委員長水谷様、横浜南ＲＣ宮田様・

川﨑様、(株)コウセイ専務國光一平様、キャミアさん

ようこそいらっしゃいました。 

  キャミアさん卓話楽しみにしております。 

小後摩重正会員 

  本日はこの例会場で本年度最後の例会となりまし

た。一年間有難うございました。 

  キャミアさんのお話を楽しみにしております。 

尾形達也会員 

  地区青少年奉仕委員長水谷様、横浜南ＲＣ宮田様・

川﨑様、(株)コウセイ専務國光一平様、キャミアさん

ようこそいらっしゃいました。 

  第２子が９月に誕生する予定です。男の子の育て方

をご指導下さい。 

 

西山俊雄会員 

  『休会中』なのにこんなに出席して良いのでしょうか。

来週はお休みです。 

櫻井富雄会員 

  ニガニがです。本日所用の為早退致します。 

 
◎次週の予定 
  ６月１９日（水） １８：３０～『横浜ベイホテル東急』 

最終家族例会 

◎会報             尾形達也会報委員 
                                         
 
2019．6．19．[水] 第 2340回例会報告 

１８：３０～『横浜ベイホテル東急』 最終家族例会 

◎ゲスト  

・第７グループガバナー補佐  栁沼芳光様 

   ・横浜南ＲＣ会長 宮田彰久様・美那子様ご夫妻 

   ・ホストファミリー          東田暁子様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎ ７月の予定 
７月 ３日(水) ・決算報告・予算 

          ・会長所信表明挨拶 

  １０日(水)  クラブ協議会 

  １７日(水）  ガバナー補佐訪問協議会 

  ２４日(水)  １８：３０～『太田縄のれん』 

          夜間例会 

  ３１日(水)  ガバナー公式訪問 

◎会報             坂巻照代会報委員 


