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本日のソングリーダー　西島　貞枝会員

①米山奨学生ワンフェーピンさんに11月分の奨学
金をお渡しいたします。
②地区大会のお知らせ並びにリーフレット届いてお
りますので、メールボックスにお配りしておりま
す。
　尚、登録等につきましては、改めてクラブからご
案内をいたします。
③ロータリー日本財団より年次寄付をして頂きまし
た新倉会員へポールハリス・フェロー５回目の認
証バッチが届いておりますのでお渡しいたしま
す。
④公示（指名委員会より報告）
☆本日の理事会で豊島区内の３つのロータリークラ
ブが社会奉仕活動として合同で行う、富士見台小
学校「ビオトープ」に対して会員一人3000円のご
寄付をお願いすることになりました。
　御理解と御協力をよろしくお願いいたします。

　会 長 報 告

■出席報告

会　員 出席参入
会員数 出席数 欠席数 出席率 10月 24 日分

修正出席率

34名 31 名 24 名 ７名 77.42％ 93.75％

■ゲスト
　地区ロータリー財団委員会
　　資金推進委員会委員長� 山口　恭弘様　　

次回のプログラム
　例　会� 12：30 ～ 13：30
　卓　話　　 知財政策～自由と規制の相克～
　　　ふじみ野市議会議員　小林のりひと氏
　　　　　　　　　紹介者　廣内世英会員

本日のプログラム
　例　会� 12：30 ～ 13：30
　卓　話　　 　ロータリーの友について
　　　　　　　　ロータリーの友事務所
　　　　　　　　所長・理事　渡辺誠二氏
　　　　　　　　　　紹介者　竹内哲夫会員

①地区新世代奉仕委員長より地区ローターアクトに
よる「気仙沼市における仕事創出プロジェクト」
「プラン発表会」レポートの案内がきております。
　各テーブルに回覧しておりますのでご一読下さ
い。

　幹 事 報 告

②第 2580 地区ローターアクトより「都バスツアー」
への登録のお願いがきております。「都バスツ
アー」とは参加者がチームに分かれ、東京都内各
地にちなんだ問題をチームで解いてゆくチーム対
抗の観光ツアーで商品も用意されています。

　日時：11月 25 日（日）13：00 〜 19：00
　会場：ホテルラングウッド　登録受付12：30から
　登録料は 6,000 円（懇親会不参加の方は 4,500 円）
　参加希望の方は事務局までお申込みください。
③次週 14日（水）は北分合同例会・IMです。例会
振替になります。

　会場は上野精養軒「桜の間」
　受付開始は 14：30 〜　閉会点鐘 15：00
　当日は我がクラブ自慢とゆう事で村山会員の発表
もございます。ご出席よろしくお願い致します。

認証バッチを受ける新倉会員

■ビジター
　東京池袋 RC� 加古　博昭様　　



卓　　話第 1264 回例会

ロータリー財団の活動について
　　　地区ロータリー財団委員会
　　　　　資金推進委員会委員長� 山口恭弘氏　

指名委員会報告

　平成 24 年 10 月 31 日（水）に次々年度会長の
指名委員会が開催され次々年度会長を下記の通り
指名いたしました。
　この他、廣内世英会長エレクトより次年度役員、
理事候補者の推薦が以下の通りありました。

公　示

　クラブ細則第３条第 1節及び指名委員会規定
第 3条に基づき指名委員会が指名
した会長エレクト（次々年度会長）及び次年度役
員、理事候補者を公示する
　候補者指名
　会長エレクト（次々年度会長）� 渡　邊　裕　之
　次年度役員　副会長� 渡　邊　裕　之
　　　　　　　幹　事� 有　我　信　行
　　　　　　　会　計� 櫛　田　隆　治
　　　　　　　ＳＡＡ� 西　島　貞　枝��
　　　　　　　副幹事� 村　上　芳　明
　同　理　事　職業奉仕委員長� 佐　野　明三郎
　　　　　　　社会奉仕委員長� 島　田　謙　司
　　　　　　　国際奉仕委員長� 村　山　圭　治
　　　　　　　新世代奉仕委員長�村　中　秀　朗
［会長エレクト・役員及び理事の立候補］
　クラブ細則第３条第 1節に基づき、会長エレ
クト、役員または理事に立候補せんとする会員は、
本公示日を含め 14 日以内に書面をもって立候補
する役職を明記し、会長に届出て下さい。また、
立候補締切日までに立候補者のなかった役職につ
いては、その時点で当選したものとして年次総会
において正式決定する。

第 5 回定例理事会議事録

開催日時：平成 24年 11 月 7日 ( 水 )
　　　　　午前 11：15 〜 11：50
開催場所：ホテルメトロポリタン例会場
出 席 者：
稲川会長、廣内副会長、月井幹事、島田直前
会長、滝澤 SAA, 佐野職業奉仕委員長、有我
副幹事
� 欠席者５名

議　　長：稲川会長
【議題１】会計月次報告
会長より別紙報告書説明
先週のクラブ協議会で櫛田会計から報告があっ
た通り、今期収支ギリギリの状況であるので、
慎重に運営していきたい。
� 理事会承認
【議題２】11月の例会スケジュール
11 月の卓話予定と来週の北分区ＩＭについて
の報告
� 理事会承認
【議題３】３クラブ合同社会奉仕活動について
３クラブ合同活動ビオトープ（富士見第一小学
校）を執行する。
一会員あたり 3，000 円のご寄附を頂き合同事
業に参画する。
� 理事会承認
【議題４】12月 19 日忘年夜間例会について
現在、親睦委員会にて計画中、賑やかな会を企
画中。
� 理事会承認
【議題５】その他
本日、次年度役員・理事候補者の公示をする。
� 理事会承認

山口恭弘様／よろしくお願い致します。
新倉会員／地区ロータリー財団委員の山口様にはご
多忙のところ卓話をいただきまして有難うござ
います。

村上会員／結婚記念日のお祝い、ありがとうござい
ました。おいしくいただきました。

吉田会員／結婚祝いありがとうございます。初めて
出会った頃を思い出しながら美味しくいただき
ました。

ニコニコ B O X   



　私がスロバキアに到着してから１カ月になりますが、
やっと生活と食事に慣れてきました。食事については、
８月 31日と、９月15 日にお腹を壊してしまい、９月
14 日から３日間、せっかくホストファミリーにプラハ
へ連れていってもらったのですが、15 日は１日中ベッ
ドの中で過ごしてしまいました。
　スロバキアでの食事は、学校でのランチなど外で食
べると、ほとんど野菜がなく、マッシュポテトと肉だ
けだったりします。家での食事は、肉が多いですが野
菜も入っているので嬉しいです。学校には、果物を持っ
ていくなど工夫したり、少しずつ体も慣れてきて、来
てすぐにはほとんど食欲がなかったのが、日本にいる
時と同じくらい食べれるようになりました。
　家にはホストペアレンツ、シスター、グランマと５人
で暮らしています。そして週末には、結婚しているホ
ストシスターが娘を連れて家に来ます。
　ホストシスターは２人とも英語を話せて、ホストマ
マは今勉強しているようです。なので、ホストママと
は日常の会話では問題なく、少し込み入った話をする
ときはホストシスターに来てもらいます。みんなとて
も優しく良い人たちで、私の事を理解しようとしてくれ
ているのが分かるのでとても有難く思っています。早
くホストファミリーとスロバキア語で話せるようになり
たいので、頑張ろうと思います。部屋は、２階にある
Eva のいた部屋を使わせてもらっています。とても広
く、ベランダがあり、そこから下りて、庭へ行くことも
出来ます。庭にはうさぎが３羽と、池にコイがが沢山、
そして大きな犬が１匹います。毎朝、うさぎとコイに
エサをあげるのが私の仕事です。家の中にも１匹小型
犬がいて、家に帰るといつもしっぽを振って寄ってくる
ので、とても可愛いです。
　学校へは、毎朝ホストシスターと一緒に、ホストパ
パに車で送ってもらいます。８時から授業で、たまに
９時 50 分からの日もあるのですが、ホストシスター
の学校が遠く、私が先に車から降りるので、いつも７
時半には学校に着いています。クラスメイトはみんな
英語で話せて私のクラスには３人日本に興味のある女
の子がいたので、思っていたよりもすぐに友達と作る
ことが出来ました。教室の移動の時などには、私が困
る前に誰かが助けてくれます。みんなとても優しくフレ
ンドリーです。
　授業は全く何を言っているのかわからないので、眠

交換学生報告（1）
� 末村　菜　

くなってしまう事も多いです。数学は、日本とやって
いる範囲が全然違うのでとても難しいです。そして英
語も、日本の授業と比べ、とてもレベルが高いので、
分かる所だけでもやろうと思っていますが、学校で何
かを理解する事はほとんどないです。なので、日記を
書いたり、スロバキア語を勉強しています。放課後は、
月・水曜日にはブレイクダンスのレッスン、火・木曜日
には、ブラチスラバに住んでいるロータリーの留学生
４人と一緒に英語でスロバキア語のレッスンを受けて
います。学校では何も分からないですが、このレッス
ンは７～８割は理解できるのでとても楽しいです。で
すがやはり英語でスロバキア語を、というのはとても
難しいし、すごく集中力がいります。
　９月 21、22、23 日には、ロータリーでの合宿が
ありました。50 人ほどのチェコとスロバキアに来てい
る留学生がいる中、日本人は私だけだったので１人ぼっ
ちになると思いましたが、ローテックスが私のことを
気にかけてくれたり、日本のアニメが好きな男の子と
話したり、楽しい３日間になりました。２２日にはスロ
バキア語のテストがあり、私は８０点中３２点しか取る
ことが出来ませんでした。台湾から来た女の子二人も、
私よりも点数が低く、英語でスロバキア語を学ぶのは
とても難しいね、と話しました。ですがはやくホストファ
ミリーと、クラスメイトと、スロバキア語で話せるよう
になりたいと思い、来てすぐの時よりもモチベーショ
ンがとても上がっていて、少しでもわかることがある
ととても嬉しいので頑張ります。
　この１カ月は、ただ生活に慣れることで精一杯でし
たが、バスも使えるようになり、生活のリズムもつか
めたので、来月には１人で町を歩いてみたり、ホストシ
スターや友達と買い物に出かけてみようと思っていま
す。
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　第 1265 回例会（北分区合同例会・IM）
■出席報告

会　員 出席参入
会員数 出席数 欠席数 出席率 10月 31 日分

修正出席率

34名 32 名 24 名 8名 75.00％ 96.77％

　スロバキアに来てから早くも二ヶ月が経ちまし
た。
　本当にあっという間です。
　最近はスロバキア語のレッスンに加えて、ダンス
のレッスンに通わせてもらっていて、毎日忙しく充
実しています。
　10 月の始めの週末、ホストファミリーと家の近
くの森をハイキングしました。
　とても素敵な大きな森で、首都まで 30 分の家近
くなのに、と不思議な感じがしました。自然が多い
のがスロバキアのいいところです。
　10 月から、学校でもスロバキア語のレッスンが
週 2 回始まりました。
　ロータリーからの同じ高校に通っているアメリカ
人の男の子と、メキシコ人の女の子、そしてこっち
に引っ越してきたらしい中国人の女の子 2 人と一
緒に授業を受けています。
　普通の授業を受けていても分からないので、この
レッスンが受けられるのは有難いです。
　まだまだ普通の会話に入ることは全然出来ません
が、言える事が少しずつ増えているのを実感します。
　一度週末にアメリカからの留学生の女の子と
ショッピングに行きました。
　その子と、メキシコからの女の子とは、毎週同じ
例会に行っていて、一度ウィーンでの食事会にも連
れて行ってもらいました。その時には、お互いの留
学のことを沢山話し合いました。本当のことを言っ
て！と悩みを相談し合ったりもしました。
　こっちに来てすぐの時よりも、英語で話せること
の範囲が広がった気がします。

交換学生報告（２）
� 末村　菜　

　10 月 26、27、28 と、ダンスの大きなイベント
へ行ってきました。
　ダンスをしている人と一緒に盛り上がったり、友
達を作ったり、凄く楽しかったです。
　少しずつダンスを通じて友達ができて、これから
の留学も充実させられそうでとてもわくわくしてい
ます。
　学校や、イベントなどでであったスロバキア人に、
スロバキアに留学したって何もないでしょう、とい
われる事が何度かありました。
　来る前からスロバキアのことを調べていても確か
にあまり情報もなく、来て二ヶ月、スロバキアにつ
いて知っていることはまだまだ少ないですが 私は
ここの雰囲気や、人々がとても大好きです。
　なので、さらに色々なことを学んで、そんなこと
ない、言えるようにスロバキアの良さを知っていき
たいと思いました。
　ビザについて、ホストペアレンツにきいたところ、
提出した書類のリストのメールがあるからそれを転
送するといわれましたが、催促しても送られてこな
いので、今はとりあえず私の分かる範囲で書きます。
　もともとロータリーの学生であればいらなかった
はずの犯罪証明証は結局必要でした。
　学校からの書類、顔写真、日本で用意していた申
請書（それには、未成年ということで母にサインし
てもらいました）
　あとは、必要だったのかわかりませんが、ロータ
リーのキャンプのときに受けた健康診断結果の紙も
出していました。
　書類を警察にだして、警察でも顔写真をとり、指
紋をとりました。
　そして一ヶ月半位して連絡があり、カードを取り
に行きました。


