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「横須賀北ロータリークラブの歌」
千葉 茂 会長
２０１９年―２０２０年度
青少年交換派遣学生

岡野 希海様

岡野 希海 様
岡野 正道 様(葉山 RC)
岡野真珠子 様

誕生日祝
入会記念日のお祝い

福嶋 義信 会員（1984.8.14）
伊与田あさ子会員（2010.8.10）

｢出席報告｣
(本日)8 月 20 日
出席対象
総数
数
27 名
25 名
（前々回)7 月 29 日
出席対象
総数
数
27 名
25 名

出席数
13 名
出席数
10 名

「メーキャップされた会員」
8/7 RI 会長ご夫妻歓迎会 森

出席率
52.00％
出席率
40.00％

洋会員
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千葉

メークア
ップ
5名
メークア
ップ
6名

茂会長

岡野正道様（葉山 RC）
岡野真珠子様

計
18 名
計
16 名

平林祐樹幹事

修正出席
率
72.00％
修正出席
率
64.00％

「ニコニコＢＯＸ」
岡野正道様(葉山ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ)
希海がお世話になります。９月２日にｲﾀﾘｱへ出国します。
今後とも宜しくお願い致します
三役
皆様、こんにちは。暑い日が続いております。充分身体にご留意くだ
さい。青少年交換派遣学生岡野希海さんｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します
福嶋義信会員 入会記念を祝って頂きありがとうございます
青少年交換派遣学生岡野希海さんようこそ。
葉山ＲＣ岡野会員ようこそ
石井伸二会員 岡野様ようこそ。岡野希海さん一年頑張ってください
伊与田あさ子会員 青少年交換派遣学生岡野希海様ようこそいらっしゃいませ。お話
を宜しくお願い致します。髙田会員「ﾛｰﾀﾘｰの友」紹介宜しくお願い
致します。入会記念のお祝いをして頂きありがとうございます
髙田源太会員 希海さんいよいよですね。またお父様、お母様にも当ｸﾗﾌﾞにお越し
頂きありがとうございます。ご活躍を確信しています。
頑張ってください。
小出純子会員 青少年交換派遣学生岡野希海さんｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します

出席報告
品川昌義 SAA

ﾆｺﾆｺ報告
小出純子副 SAA

ニコニコＢＯＸの合計は 13,000 円(累計 106,000 円)
財団ＢＯＸの合計は 9,000 円(累計 17,340 円)
ご協力有難うございました。次週も宜しくお願い致します
「会長あいさつ」
・熱中症にかかってしまいました。就寝中のｸｰﾗｰに原因があるようです
・現在仕事を二つ持っておりまして一つに湘南ｱﾌﾀｹｧ協会がありますが、そこの高齢
者の方々は何故かとてもお元気です
「幹事報告」
◎回覧 ①一泊移動例会・河口湖ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ訪問例会（１０/１４～１５）
②横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同例会 （９/３）
③地区大会出欠回覧
④横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報
⑤横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞｸﾗﾌﾞ委員会活動計画書
⑥２０１９-２０年度ﾛｰﾀﾘｰ財団ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ
⑦「内向き｣と「外向き」わかりやすい職業奉仕
◎第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ第５回三役会のお知らせ
日 時 ９月 ９日（月）１８：３０～
場 所 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ
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◎配布 ①ﾛｰﾀﾘｰの友８月号 ②ｶﾞﾊﾞﾅｰー月信 No13・No2 ③会員証
④８月定例理事会議事録
◎８月最終例会ですので財団 BOX を廻します。ご協力宜しくお願い致します
◎横須賀ﾛｰﾀﾘ-ｸﾗﾌﾞ・横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会のお知らせ
「委員会報告」
【髙田 源太 ｶｳﾝｾﾗｰ】
岡野希海さんがｲﾀﾘｱに向けて出発します。当日お見送りに行ける会
員の方は宜しくお願い致します
日 時 ９月 ２日 ２４：１２ 羽田発ｲﾀﾘｱ行きの便
集 合 当日
２２：００ 羽田空港に集合
｢スピーチ｣

【ﾛｰﾀﾘｰの友８月号紹介

髙田 源太

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長】

横 P3

RI 会長ﾒｯｾｰｼﾞ ﾏｰｸ・ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾏﾛｰﾆｰ
会員を維持するため今まで以上に組織的かつ戦略的に
取り組んでみましょう。様々な経歴を持ったﾒﾝﾊﾞｰで構
成される活発な会員増強委員会を各ｸﾗﾌﾞで作ってくだ
さい。ﾛｰﾀﾘｰが成長するためにはﾛｰﾀﾘｰを世界でもﾕﾆｰｸ
な存在にしてくれるつながりを作りそのつながりを強
めていくことが欠かせません。ﾛｰﾀﾘｰが世界をつなぐ中でﾛｰﾀﾘｰのさら
なる成長を促し、多様な世代の女性や男性をﾛｰﾀﾘｰに迎え入れること
に全力で取り組んでいきましょう。
横 P7-16 会員増強・新ｸﾗﾌﾞ結成推進月間
◎ｸﾗﾌﾞを活性化させる同好会趣味を通してつながろう
◎ｸﾗﾌﾞ活性化の鍵は会員増強
高崎ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの今
２０１７年８月号掲載 会員数が６４人から１１５人へと一年間で
劇的な増強を果たした高崎ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞのその後
◎「伝説の会長」田中久夫元会長からひと言
横 P17 ﾊﾝﾌﾞﾙｸﾞ国際大会
横 P32 世界ﾎﾟﾘｵﾃﾞｰに向けて
横 P41 ｹﾞｲﾘｰ C．K．ﾎｱﾝ 2019-20 年度ﾛｰﾀﾘｰ財団管理委員長
今日にも寄付をしてその体験をぜひ私のﾌｪｲｽﾌﾞｯｸにｼｪｱしてください

【２０１９-２０年度青少年交換派遣学生

岡野 希海

様】

横須賀北クラブの皆さんのおかげで 9 月からイタリアにロータリー
青少年交換留学生として派遣される岡野希海です。よろしくお願いし
ます。
はじめに、横須賀北クラブの皆さん、私のスポンサークラブになっ
てくださりありがとうございます。
この約半年間、留学するにあたっての準備として毎月オリエンテーションに参加し、
日本に来ている留学生 9 人、これからそれぞれの国に行く日本人 8 人と共に既に貴重
な経験をさせて頂きました。
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そして、カウンセラーの高田さん 青少年委員会委員長の前川さん、前年度会長の
竹永さん、毎月お忙しい中見守っていただきありがとうございました。
本日は、私にとっての青少年交換プログラムについて、４つの事をお話させていた
だきます。１つ目は、私が、青少年交換プログラムに応募したきっかけです。
私にとってロータリー青少年交換プログラムとの出会いは、2016 年に我が家にホー
ムステイをしたブラジルの女の子との生活です。地球の反対側から来た同世代の彼女
との生活は、驚かされることが多くありました。習慣や考え方、人との接し方など、
住んでいる場所の違いで、ここまで人は違うものなのかと不思議に思いました。
彼女は残念ながら日本に全く興味がなく、積極的に日本人のコミュニティーに関わる
ことはしませんでしたが、ホストクラブの方達が日本語教室やお祭りへの参加など積
極的にサポートする姿を見て、普通の留学では経験のできない、年齢や国籍を越え、
現地のロータリークラブの多くの方々がサポートしてくれる留学のプログラムがあ
ることを知ることができました。彼女との生活が私のロータリーの留学制度を利用し
たいというきっかけになりました。
２つ目は、この機会を提供していただいた横須賀北クラブさんとの出会いです。
私の父は葉山ロータリークラブの会員で、前年度は第２グループのガバナー補佐をし
ておりました。葉山ロータリークラブは 26 人の小さなクラブで、青少年交換留学生
の受入れで過去に会員の方達が苦労したことと、昨年、第 2 グループで受け入れた留
学生のホストファミリー探しにも相談を受けていたこともあり、当初、父は私のロー
タリーでの留学にはあまり乗り気ではありませんでした。
しかし、私が通う関東学院六浦高校でおこなわれた他地区の青少年交換プログラム
説明会に私が参加して、応募しようとしていることを知り、自宅のご近所にお住いの
前年度地区委員会の委員長だった石田さんにご相談したところ、第２７８０地区から
の応募を勧められました。
たぶん、石田さんから青少年交換委員会に出向されていた、前川さんと竹永会長に
ご相談していただき、お受けいただいたのだと思います。
はじめての面接で竹永会長、高田幹事、前川さんとお会いした時の緊張は、今でも
よく憶えています。その場で快く推薦していただくことを約束していただき、その後
のオリエンテーションでもいつも笑顔で声をかけていただきました。
横須賀北クラブさんに推薦していただいたことが、私の人生にとって大きな経験と
なる貴重な第一歩でした。3 名の方との出会いに感謝しています
３つ目は留学生選考とその後のオリエンテーションです。
2019-20 年度の第 2780 地区ロータリー青少年交換プログラムには 29 人が応募し、9
人が選考されました。
今回から選考方法が変わり、1 日目は、英語の筆記テストと個人面接、来日してい
る 9 人の留学生とのグループディスカッションとなり、数学や国語といった私が苦手
とする学科のテストが無くなり、コミュニケーション力が評価点として高く配分され
るようになったようです。
2 日目は親子面接があり、ロータリーの青少年交換留学の両親の理解を聞かれ、一般
の留学制度と異なることと、私の留学期間に海外からの留学生をホームステイ先とし
て受け入れられるかを尋ねられました。
私が苦手とする学科テストが無かったおかげだと思いますが、29 人中トップの成
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績で留学候補生として合格し、第 1 希望であったイタリアを選択することができまし
た。
昨年 11 月から始まった月に 1 回のオリエンテーションでは、毎回のスピーチと海
外生活についての先輩ローテックスからのアドバイスなど、同期留学生や海外からの
留学生との交流をとおして、留学生としてのスキルと日本の親善大使となる意識向上
の機会をいただきました。
４つ目は私が派遣先としてイタリアを希望した理由です。
私の父はクラシックカーが好きで、国内の多くのクラシックカーラリーに参加してい
ます。私は幼い頃からクラシックカーが身近にあり、 中でもイタリア製の車のデザ
インやエンジン音がとても好きでした。留学先としてヨーロッパに行きたいという希
望はあったので、フランスやデンマークなどにも興味はありましたが、父の影響でイ
タリアという国が身近に感じていたことと、イタリアのフィレンツェの郊外の風景や
イタリア人の国民性に惹かれことと、そしてイタリア留学をする日本人が少なかった
ことが大きな希望動機となりました。派遣先はバーリという南イタリアの海辺の街で
す。アドリア海に面した人気の観光地で、クルーズの寄港地でもあることから、世界
中から大勢の観光客が訪れます。バーリの旧市街は岬にあるので、バーリの市街地か
ら見渡せる海辺の風景はまるで絵画のようだと言われています。
私は海と山に囲まれた葉山で育ったので、とても親近感を感じています。
最初のホストファミリーは、イタリアの交換留学生として名古屋に派遣される男の子
のお宅にお世話になります。私は今回の留学をとおして、沢山の友達を作り、ロング
トリップやショートトリップへ積極的に参加し、ヨーロッパの文化や歴史に触れてみ
たいと考えています。言葉や初めて親元から離れる不安はありますが、多くの年齢や
国籍の異なる人々と接することで、自分の視野を広げて帰ってきたいと思います
横須賀北クラブの皆さん、私にこのような機会を下さりありがとうございます。
落ち着いたら現地から写真も送らせていただきたいと思います。
一年後にお会いする時、今よりも成長した私を見ていただけるよう、頑張ってきます。
今日はこのような機会をいただきありがとうございました。
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行事予定
〈クラブ〉
２０１９年
８月 ６日（火）通常例会 卓話 横須賀市保健所長 小林利彰様
第２回定例理事会 13：40～14：30
１３日（火）休
会 定款第６条第１節による
２０日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 小菅健史 雑誌委員長
卓話２０１９－２０年度青少年交換派遣学生
岡野 希海 様
２７日（火）休
会 定款第６条第１節による
９月 ３日（火）合同例会 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同例会
卓話 海上自衛隊横須賀地方総監部幕僚長
海将補 真殿 知彦 様
１０日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 小菅健史 雑誌委員長
新会員卓話 壹岐義史 田代 亘 堀川敏毅
第３回定例理事会 13：40～14：30
１７日（火）通常例会 卓話 横須賀税務署法人課税第一部門
上席国税調査官 佐藤 武彦 様
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各会員

