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★事務所：神奈川県平塚市豊原町22-13 TEL/FAX：0463-36-2255

★例 会：第1・第3木曜日 12:30～13:30 大磯プリンスホテル TEL：0463-61-1111 FAX：0463-61-6281

会 長 新宅 文雄 会長エレクト 守屋 紀忠 幹 事 田中 敏治

№８第２４２０回 例会 平成２９年９月２１日

■司会:大藤 勉 ■点鐘：新宅 文雄 ■合唱：手に手つないで

・９月２８日：休会 ・１０月５日：米山奨学生李イェンさん ・１０月１２日：休会◇プログラム

)◇出席報告 例 会 会員数 出席数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 ◇欠席者(3名

２４２０回 14(12) ９ 75.00％ － － 原、野田、石山さん

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名)２４１８回 14(12) ８ 66.67％ － －

◇ゲスト：

ティト ス・ダンケル君(青少年交換学生)ウ

天野夫人(ホストファミリー）

金目夫人(ホストファミリー）

◇おめでとうございます

誕生祝：

桜川誠さん

(9／27)

45才になりました。

又、1年頑張ります。

有り難うございました。

・本日◇大藤SAA:

のメニューはサンマ

の塩焼き

・卓上のお菓子は百

瀬さんから、テーマ

バッジは新宅さんか

らのプレゼントです。

◇会長報告 新宅文雄会長

本日は青少年交換留学生 大磯高校生のティトゥ.
ス君と米山記念奨学生 東海大学学生のイスラーム.
君の歓迎会を行う予定でしたが、イスラーム君は夜

間例会だと思っておられた様で、出席されませんで

した。

ティトゥス君のホストファミリー天野さんと、10

月からホストファミリーになって戴く金目さんにも

貴重な時間を割いていただき、ご出席戴きました。

ご協力下さいまして誠に有難うございます。楽しい

歓迎会にしたいと思います。皆様のご協力をお願い

致します。

1．9月17、18日国際ロータリー第2780地区地区大会

が小田急ホテルセンチュリー相模大野、相模女子大

学グリーンホールにおいて挙行されました。

・今年の地区大会の特徴と学んだ事は、日本で一番

初めに開催されたことにより、他地区ガバナーが沢

山（21地区、34人）出席されたこと。

・ で、三木明RI理事エレクトの指導者育成セミナー

講演で、 という「ロータリーは傍観者を許さない」
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事を学びました。

米山記念奨学会学友李イェンさんの米山奨学生に

なって有難かった体験談は胸を打った。

「初期・鈴木宏RI会長代理がガバナーになった時、

を発行されました。ロータリーを顧みて」の漫画本

その本を各クラブに1冊づつ頂きました。必要な方

はクラブ単位で申し込んで下さい、との事でした。

・大谷新一郎ガバナーが本会議終りの感謝の挨拶の

時に、素晴らしい地区大会にする為に、精一杯の事

をおやりになった証の涙が滲んでいた。

・「大谷ガバナーを男にするんだ」を合言葉に相模

原南ＲＣは一丸となって、地区大会を盛り上げてい

た。第5グループ全部のクラブも協調していた。

・アトラクションの祇園の舞妓・芸妓もよかったし、

「能」高砂・住吉神明の長寿と平和を祈る舞もよか

った。能楽師は相模原南ＲＣ会員松山隆雄様でした。

国の重要無形文化財能楽（総合認定）保持者であり

ます。

河本さんがロータリー財団メジャ・大磯ＲＣでは、

ードナー表彰と長寿会員表彰 原を受けられました。

を受賞されまし卓さんがポール・ハリス・フェロー

た。

・大谷ガバナー・岸委員長名で地区大会の礼状が恵

送されてきました。

2、 に対して、お祝を「宮澤会長の外務大臣表彰」

差し上げる事が理事会で決定され、9月20日10時

宮澤さんと面会して手渡しました。お元気になられ

ておりました。大磯RC会員が外務大臣表彰を受賞ら

れたことは我々の名誉であり、お祝をする事になり

ましたと伝えました。

宮澤会長 祝・9月21日 から、大磯RCから戴きました

儀は「世界子ども財団」へ大磯ロータリーの名前で

寄付 我させて戴きましたと連絡がありました。更に

々会員一人ひとりにメッセージと共に記念品を頂戴

しました。

宮澤会長の「超我の奉仕」誠に有難うございまし・

た。

3、「ロータリーの友」９月号に掲載された“モリ

ンガ茶を飲んで島の子の支援に”原田淑人さんの件

は、双方の日程が会わず、次回ご縁がありましたら

検討するということで、原田さんに電話で了解して

頂きました。

◇幹事報告 井上浩吉直前幹事

1．大谷ガバナーより

8月31日の公式訪問の

お礼状が届いてい

ます。

2．青少年交換学生オ

リエンテーションの

案 内：10月7日(土)

15:00~ ガバナー事

務所3．第8グループ

親睦ゴルフ会の案内

4．ハイライトよねやま

5．志木ＲＣより会報

◇委員会報告：

☆スマイルボックス 太田 知加子さん

・新宅文雄さん

ティトゥス君：

大歓迎します。

ホストファミリ

ー天野さんお世

話になっていま

す。ようこそい

らっしゃいまし

た。ホストファ

ミリー金目さん

よろしくお願いします。本日はようこそいらっしゃ

いました。桜川さん誕生日祝いおめでとうございま

す。

天野さんようこそ、いろいろと・井上浩吉さん：

ご協力頂きありがとうございます。是非ロータリー

クラブへ入会してください。桜川さん誕生日おめで

とうございます。

ティトゥス君、天野さん、金目・河本親秀さん：

さんようこそ。心より歓迎します。私の連絡ミスで

イスラーム君欠席申し訳ありません。罰金払います。

ティトゥス君一年間宜しくお・百瀬恵美子さん：

願いします。ホストファミリーの皆さんようこそ楽

しい一時をすごして下さいね。桜川さん お誕生日

記念おめでとう－

ティトゥス君ようこそお越し・太田知加子さん：

下さいました。ホストファミリーの皆様も楽しいひ

と時をお過ごし下さいませ。桜川さんお誕生日おめ

でとうございます。

ティトゥス君ようこそいらっしゃ・桜川誠さん：

いました。よろしくお願いいたします。
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「長寿会員表彰」☆河本親秀さん：地区大会で

＝85才以上の会員対象。約70名、うち90才以上は20

名、最長老は96才。ガバナーが席まで来られて記念

品を頂きました。又 =「メジャー･ドナーLebel 1」

ロータリー財団累計寄付が1万ドルに達した者=の表

彰状を頂きました。

星槎学園の学長、世界こども公益財団理事長の井上

誕生祝メッセージを送りましたところ、一さんに

星槎でFMラジオ放送を始めたので、ロータリーに「

との返信を頂きました。「ロついて語って下さい」

ータリーの公共イメージ向上のため何時かお願いし

たい」旨返信しました。

12時33分：例会終了点鐘

ティト ス君歓迎会ウ

：新宅会長

ドイツは世界最大のクラシック音楽大国です。バ

ッハ、ベートーベン、ブラームス、メンデルスゾー

ン、ワーグナーなど。又日本に馴染み深いドイツ民

謡「ローレライ」、「故郷を離るる歌」等について

ティト ス君に尋ねたら殆ど知らないようでしたのウ

で、歓迎のために皆で「ローレライ」を合唱してと

思ったのですがやめました。私たちは「野バラ」と

か「アベマリア」、「乾杯の歌」、「ビア樽ポル

カ」などドイツの歌とは知らないでよく歌ったもの

でした。彼も聞けば分かるかもとは思ったのですが

･･･。

・ 、貴方の知ってる範囲の日本語で自ティト ス君ウ

己紹介してくれませんか？自分の将来の夢を語ると

か、学校生活･得意な学科、貴方の家族、日本に来

て困ったこと、戸惑ったこと、風俗習慣に異文化を

感じたこと、日本の良いところ・良くないところ、

日本の文化について物価について、友情について出

来る範囲で結構ですから話して頂きたい。

・日本のお母さんが子供に対して最も多く使う言葉

は「早くしなさい」。ドイツのお母さんは「約束は

守るのよ」が最も多く使う言葉と聞いたことがあり

ますが、ティト ス君のお母さんは君に一番多く言ウ

い聞かせていたことはどんなことでしたか？この度

日本に留学するに際してご両親から言われたことは

どんなことでしたか？健康とか･･･。

にはティト ス君の良い点、感心した点、・天野さん ウ

解らない点、問題点。金目さんもいらっしゃるので

参考になる共有事項は？

10月1日午前中にティト ス君は天野さん宅から金ウ

目さん宅に移ります

：初めまして、ティト ス･ダンケルティトウス君 ウ

です。ドイツから来ました。15才です。趣味はドイ

ツでは空手とチェロ。日本では大磯高校の部活で剣

道。宜しくお願いします。(以上日本語でしっかり

挨拶)

以下質問に英語と日本語を交ぜて応答

・お父さんは46，お母さんは43才

・天野さんでは1ヶ月大変楽しく生活しています、

息子のように大事にされています。

・大磯高校では書道が好きです。

・知ってる漢字は「火」

・白板にドイツ

の地図を書いて

：故郷の場所

=Lennestadt市

＝の位置（ケル

ン市より車で1

時間）を示した

りライン川やベ

ルリン、隣国の

オランダやベル

ギー、フランス

の位置を書き入

れる。
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・父の仕事は薬剤師、自宅の隣にある祖父(80才)の

家で自営。

・ハンサムだから女の子にもてるのでは？ドイツで

(笑)は分からない。日本ではハイ!

・ドイツの夏は暑くない(緯度は北海道)が湿度は高

い。(天野さん宅ではエアコンは終日22℃で設定）

・一番好きな食べ物はお寿司。ドイツにもあるが少

し美味しくない。トンカツも好き。

一昨日もサンマの塩焼きでした。バラク天野さん:

ーダ(カマス)をフライにしたものを4匹も綺麗に食

べました。納豆とかオクラなどねばねばしたものは

全然駄目。梅干しも駄目。

先ほど昼食のサンマを箸でさばいて綺麗河本さん:

に食したのに感心しました

：私の息子だったら良いのにと思うくらい天野さん

毎日楽しく生活しています。

好き嫌いがなく、お弁当も

綺麗に食べて下さるので嬉

しいです。不思議なのは飲

物です。牛乳は飲まない。

お水とダイエットコーラと

一番好きなのがエナジード

リンク。パンは=ドイツパ

ンも=食べない。ご飯は好

きでよくたべる。魚は何を

出してもよく食べる。回転寿司には1回だけ行きま

した。

うちの孫=6才と3才=が毎日遊びに来ますがその面

倒をよく見てくれて助かっています。お皿を片付け

てくれるし、車の時はドアを何時も開けてくれる．

重たいものは必ず持ってくれる。子供がうろちょろ

すると手をしっかりと持っててくれる。ジェントル

マンです。東京で私が迷子になった時、ナビゲート

してくれて助かった。部活の剣道部はまだ入ってな

い。文化祭が終わってからになる。

休みの日はドイツのお父さんとスカイプで話をする。

家に青少年交換学生仲間が5人来て、ランチして、

海へ行って･･･、少し心配した。(こんな時は大人が

付いて行く事が必要)

前回受けたリリー・ブレンダは今年日本に来るら

しい。一度就職したがもう一度大学に入り直すとの

事。髪を緑に染めたり、丸坊主になったり･･･。

アートをやりたいらしい。

:リリーが日本に来た時は連絡下さい。新宅会長

：まだ分からない事が分からないですが、金目さん

楽しみにしています。

ティト ス君へプレゼント：図書券ウ

集合写真：出席者全員

記念写真： 天野さん、ティト ス君、金目さんウ

14時30分終了


