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  ２０１９年 ９月２７日（金） No.２７７９ 

 第２８３５回 例会 

 ○ ソング「月の沙漠」 

 〇 卓話「ニッカウヰスキーの余市・宮城峡蒸溜 

       所と竹鶴ピュアモルトについて」 

            藤岡  総  会員 

 〇 卓話「まち女子は  わかやまにいます。」 

            越部 早絵 会員 

  

  １０月 ４日（金） 

 ○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」 

 〇 卓話「和歌山県人会世界大会について」 

      和歌山県 企画部 企画政策局 

           国際課 課長 

          岡澤 利彦 様 
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事務所 〒640-8215 和歌山市橋丁23 

          Ｎ-4ビル 2Ｆ 

 TEL(073)423-8822  FAX(073)423-8821 

 http://www.wminamirc.jp/ 

例会場 〒640-8156 和歌山市七番丁26-1 

 ダイワロイネットホテル和歌山 TEL(073)435-0055 

例会日 毎週金曜日 12時30分～13時30分 

前週の報告  ２０１９年 ９月２０日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員１０名） 

          出席５１名  ホームクラブ出席者６４．５６％ 

会長報告会長報告会長報告会長報告    

ガバナー     中野 均 

本日の本日の本日の本日のプログラムプログラムプログラムプログラム    

本日は 星林高校 教諭 村岡

純子様の帯同で、2018ｰ19年

度長期青少年交換派遣学生 

大瀬ゆゆさんの卓話題「帰国報

告」です。 

 あと今年度短期青少年交換

派遣学生の丸山椋子さん、松

林陽和さん、林侑由さんも来ら

れ帰国報告をします。 

交換学生の4名には、プログラ

ム委員会より図書券をご用意しています。 

さて9月11日～17日まで、アジア最後の秘境ミャンマーに

学校建設に伴う現地調査とヤンゴンＲＣとの交流会等で、

水城会員、野村会員、宮本会員、田辺会員、山田の5名で

行ってまいりました。 

詳細は、水城国際奉仕委員長が記録を編集し、後日発表

していただきます。 

9月11日早朝関空発でタイ、バンコクに到着し、そこから乗

り継ぎミャンマーヤンゴンまで1時間あまりで到着、一泊しま

した。12日早朝国内線でヘーホ－空港に飛び（1時間）そ

こから小型観光バスで標高1400ｍのタウンジーに3時間か

けて到着、パウ族村に大歓迎を受けました。 

あいにく今は、雨季でしたが雨が上がり、それほど熱くはあ

りませんでした。 

パウ族の村は、小さな古びた村で、見渡す限り田んぼと畑

そして小山、そして牛、水牛が放牧されていました。 

私の想像どうり、和歌山の50年前の村の姿でした。 

その事務所で村人、家族、親子孫が150名の参加があり、

部屋がいっぱいになりました。 

そして酋長から、籠いっぱいの茶葉を頂き、当クラブからお

土産として、楽器類と樫チョコレートをプレゼントしました。 

そしてご馳走をふるまっていただき、中身の多くは野菜、

豆、小さい川魚の揚げ物でした。 

ミャンマーでは、牛肉は食べません、単に牛肉を食べない

理由として、・宗教的理由で牛を食べない・牛は働き者で

感謝の気持ちがあるから食べない・動物を殺すのは可哀

想だから食べない、という理由らしいです。よって村人に

は、太った人は誰もいません。 

そして大目的の、学校の建設現場を視察しました。 

建設予定地は広大で、保育園（キンダースクール）と幼稚

園（プレスクール）を兼ね備えた60坪の学校を要望してい

ました。 

今後の手順として契約書を交わし、11月から建設を開始

し、来年2月完成そして調印式には再度訪問します。ただ

し契約書の作成は理事会で承認を頂きます。 

またミャンマーには3ロータリークラブがあり、一昨年発足の

ヤンゴンセントラルロータリークラブ（会員45名）の会長テッ

トニーさんを初め5名の会員と交流を深め、バナー交換も

行いました。 

視察はミャンマー最大の寺院、シャンダゴンバゴダ、トンテ

孤児院、日本語学校、タイ最大の寺院ワットアルン、送り出

し学校、タイの奏日工業大学他、ノアテニススクールタイ校
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委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    

を視察し、17日早朝に帰国しました。 

道中日本ミャンマー豊友会理事長の近藤様はじめ多くの

ミャンマー、タイ支援者にお世話になりました。改めて御礼

申し上げます。 

9月の旬の食べ物（魚） 

 カツオ、サンマ、太刀魚 

以上をもって会長報告とさせていただきます。 

一昨日、２ヶ月に一回開かれる、

第二回市内９ＲＣ会長幹事会が

この華月殿で開催されました。

主だった内容は１０月１日に尾

花市長並びに仁坂知事を表敬

訪問するということ。１１月３日にＪ

Ｒ和歌山駅前の花壇の植え替え

を行うということでした。 本日は

以上です。 

本年度7月から8月にかけて、欧州に短期交換留学した星

林高校の２年の松林陽和さん、林侑由さん、丸山椋子さん

の３名が報告を行ないました。 

また、1年間アメリカに長期交換留学し、7月に帰国した星

林高校２年の大瀬ゆゆさんが画像を交えながら帰国報告

を行ってくれました。 

皆さん不安を抱えて海外へ出、先方の家族と交流をし、友

人をつくり貴重な体験をして無事帰国されました。 

この貴重な体験は、これからの人生に有益な財産として意

味をもつのだと思います。 

雑誌広報委員会 

 石橋英二委員長 

 9月24日火曜日午後2時より、

人間万歳が放送されます。 

今月は「きのくに音楽祭」実行

委員長の高橋様にお話いただ

きます。 

皆様お聞きいただきますようお

願いします。 

青少年交換事業青少年交換事業青少年交換事業青少年交換事業    

                            ニコニコ箱ニコニコ箱ニコニコ箱ニコニコ箱 

本人誕生日・・・生駒君 

奥様誕生日・・・田村君 

田村君・・・孫が9月誕生月です、×2で。 

藤林君・・・本日、担当させて頂きます。 

北畑君・・・山田会長はじめ視察のみなさんお疲れさまでし 

       た。星林高校より村岡先生、大瀬さん、林さん、 

       松林さん、丸山さんをお迎えして。 

山田君・・・ミャンマーに学校建設視察に行って来ました。 

 

  計 ￥26,000 -  累計￥858,270 - 

青少年交換委員会 

  林 勇伺委員長 

今年度短期青少年交換派遣学生の松林陽和さん、林侑

由さん、丸山椋子さん。 

本日は、星林高校 教諭 村岡純子様にもお越し頂きまし

た。 
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親睦活動委員会メンバー親睦活動委員会メンバー親睦活動委員会メンバー親睦活動委員会メンバー    

卓卓卓卓    話話話話 

「帰国報告」「帰国報告」「帰国報告」「帰国報告」    
2018201820182018ｰーーー19191919年度年度年度年度    
長期青少年交換派遣学生長期青少年交換派遣学生長期青少年交換派遣学生長期青少年交換派遣学生    

        大瀬 ゆゆ さん大瀬 ゆゆ さん大瀬 ゆゆ さん大瀬 ゆゆ さん    
こんにちは、星林高校国際科2

年の大瀬ゆゆです。2018-19年

度にアメリカへ長期留学させていただきました。私はアメリ

カ合衆国の中央北部にあるカナダに接したミネソタ州の

ノースフィールドという街へ留学しました。私の街は昔ヨー

ロッパからの移民が多かったこともあり白人の割合が多かっ

たです。私の州は春夏秋冬がありますが夏は30〜40度近く

になる日も多々ありました。それに加え冬はマイナス30度ま

で下がり大雪の日が続きました。秋から冬に変わるある日、

前の日は木々が紅葉し秋を感じさせる気候だったのにも関

わらず朝起きるとあたり一面雪で覆われた日もありました。

和歌山に居るとこのような経験はできないので朝からワクワ

クし雪だるまを作ったり雪かきのお手伝いもしました。 

 私は3ヶ月間づつ3つの家庭で過ごしました。現地の人と

暮らすのでアメリカの食や文化など本当に映画のような生

活ができました。日本ではあまり考えれないですがポテト

チップスもよく食卓に出てきました。食や文化が違うのでし

んどいときやピザなどの生活に飽きてくることもありました

が、3つのホストファミリー全て本当に優しく、たくさん質問や

会話をしてくれたおかげでホームシックになることはありま

せんでした。一緒に家族と生活することが一番の英語力向

上になったのではないかと私は思います。 

 そして今では沢山のアメリカ人の友人ができました。私は

現地のノースフィールド高校に通いました。日本の学校シ

ステムはドイツ式ですかアメリカは日本とは違い選択してい

る先生のクラスへ毎時間移動しました。iPadや電子黒板で

の授業が基本で、学校教育が大幅に進んでいました。授

業はディベートやディスカッション、プレゼンなど自分の意

見を伝える場が多く英語力が拙い私にはこれが1番大変で

した。アメリカ人は塾など行かない代わりに毎日の宿題が

大量にありました。難しい教科を取っている人は寝る間を惜

しんで宿題をしてる人も多かったです。面白いなと思ったの

は天候などで学校が休みになったとしてもオンラインスクー

ルというものがあり、iPadに授業動画が送られてきました。

日本ではまだまだ考えれない学校生活が送れて新鮮で楽

しかったです。 

 アメリカでもロータリーの例会があり毎週木曜日に一緒に

お昼ご飯をいただきました。先週の金曜日、初めて日本の

ロータリーの例会に参加させていただきましたが日本とアメ

リカでは違うなと思うことがありました。日本人のロータリアン

はきちんとしたスーツを着ていましたがアメリカでは過半数

がポロシャツやTシャツ、スエットなど本当にラフな格好の人

が多かったです。やはり国が違えば言語や価値観、文化

や食などあらゆる場面で違うのだなと肌で実感することがで

きました。しかしアメリカで過ごしてみて世界でも共通だなと

思えるものが1つありました。それは笑顔の重要さです。

日々暮らしているとしんどいことや辛いこともありましたが笑

顔を絶やさずいてると周りはたくさん助けてくれました。そし

て帰り際には「あなたは本当に笑顔が似合う子だね」と言っ

てもらうことができました。泣きそうになった時もありましたが

笑顔を絶やさずに過ごしてよかったなと思いました。 

 最後になりましたが、この素敵な素晴らしい一年を過ごせ

たのはロータリーの皆様の力があったからです。行く前の準

備から手伝っていただき帰国後も発表の機会をいただき本

当にありがとうございました。これからはアメリカで培った忍

耐強さや英語力を生かし新しい目標に向かって頑張ってい

きたいと思います。本当にありがとうございました。 
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第４１回和歌山南ロータリー旗争奪西支部第４１回和歌山南ロータリー旗争奪西支部第４１回和歌山南ロータリー旗争奪西支部第４１回和歌山南ロータリー旗争奪西支部

野球大会（閉会式）：平成野球大会（閉会式）：平成野球大会（閉会式）：平成野球大会（閉会式）：平成29292929年年年年9999月月月月17171717日日日日    

第41回和歌山南ロータリー旗争奪西支

部野球大会閉会式が雑賀球場にて開催

されました。参加されたチームの子ど

も達、ご協力頂いた会員の皆様 お疲

れ様でした。 


