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第1420回例会平成29年5月23日(火)発行(No･33号)

′一･＼　　第1421回

2017年5月23日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢それでこそロータリー｣

卓　話｢創立30周年記念リハーサル｣

創立30周年記念実行委員会

第1422回

ナ　　　2017年5月30日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢2770地区の歌｣

卓　話｢女性会員増強に向けて｣

次年度地区会員増強維持委員会

委員　梶間順子様

地区テーマ

楽しいロータリークラブを作り上げよう

第1420回･2017年5月16日(火)

司会　岡崎　渉会員

点　　鐘12:30　横田　元会長

ソ　ン　グ｢我等の生業｣

ソングリーダー　町田信行会員

お客様紹介　斉藤忠治副会長

会長挨拶　横田　元会長

幹事報告清水敏夫幹事

5月の誕生祝　横田　元会長

委員会報告　創立30周年記念実行委員会

森　裕記念誌部会長

次年度関係　柳寿美恵次年度幹事

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

杉田将大委員

出席報告　クラブ運営管理委員会

宇津野芳志男委員

卓話者紹介　森　裕広報委員長

卓　話｢青少年交換派遣学生となって｣

青少年交換派遣学生

矢島　玲さん

点　　鐘13:30　横田　元会長



′しき-象

先週の一週間は､少し天気が不安定で雨が降ると肌寒

くなり､天気予報では天気の急な変化に注意が必要との

事でしたが､一日の温度差が5度～10度位との予報でし

た｡昨日もちょっと肌寒い一日でした｡急激な温度差に

注意して頂き､お体ご慈愛下さいませ｡

さて､今月は青少年奉仕月間と言う事で､本日の卓話

は月間にふさわしい矢島さんに来て頂きました｡今回は

｢青少年派遣学生となって｣と言うテーマでお話をして

頂きますが､大変楽しみにしておりました｡これから交

換留学生としてアメリカに行かれる訳ですが､多少の不

安も有るでしょうが期待感の方が大きいのではないでし

ょうか｡是非､見分を広め国際理解､国際親善､世界平

和を認識していただければと思いますが､余り堅苦しい

ことを言いますとプレッシャーに感じると思いますので､

是非楽しんで来て頂きたいと思います｡

少し話が外れますが､ロータリーの友今月号に　ロー

タリー財団学友中満泉さんが国連事務次長に､と言う記

事が載っていました｡私の記憶が正しければ緒方さんに

続き　二人目の国連勤務となると思いますが､ロータリ
ーに携わった方が国際舞台で活躍されることは､私達に

とっても名誉であり誇りに思います｡ご活躍をお祈りし

たいと思います｡

詳しい事は5月号横書き21ページに乗っております｡

まだ､ご覧に成っていない方は見て頂ければと思います

が､しかしながら､水を差す訳では有りませんが､国連

分担金を一番収めている国アメリカが､ユネスコなどの

分担金を一部凍結をしている事は皆さんもご承知の通り

ですが､確か今年の一月だったと思いますが米下院で

国連脱退法案を出して可決した記憶が有りますが､まだ

決定ではないにしろ行方を見守って行く必要が在ると考

えます｡そして､分担金負担第2位の日本が凍結すると

非常に運営が厳しい状況に堕ちると思います｡

話を戻しますと､今年度より本格的に始まりました学

友部門4つの学友が在る訳ですが､ご存知の様に､ ○財

団奨学学友OGSE ･ VTT学友○青少年交換学友○米

山記念奨学学友ですが､是非矢島さんにもこの後､積極

的に参加頂き仲間と共に奉仕活動に､そしてリクレイシ

ョンやイベントに参加頂き､青少年交換学友として活躍

される事を期待したいと思います｡

私の娘と同い年と言う事でエールを送りたいと思います｡

□現年度･次年度合同会長幹事会を5/24､ 18:00-銀座

アスターで開催いたします｡関係各位のご出席をお願い

いたします｡

□来週の例会は､創立30周年記念リハーサルです｡

皆様のご出席をお願いいたします｡

ロ今月のロータリ-レートは､ 1ドル-110円です｡

青少年交換派遣学生　矢島　玲さん

お母さん　矢島　典子様

柳寿美恵次年度幹事　　　　　′下

□ 5月15日､第2G会長幹事会が浦和北RC事務局でおこ

なわれました｡鈴木会長エレクトと私が出席しました｡

□本日､次年度理事予定者会議を10:30より開催
･青少年交換について

日本から米国へ矢島玲さん､米国からは､シカゴから約

220km内陸部に入ったミシシッピ川に面した､日本人が

83%を占める人口4万3000人の都市､イリノイ州モリ
ーン市からアリアナさん16歳の女性がこちらに来ます｡

8/23来日予定､ホストファミリー希望の方は柳までお

願いします｡

□8/1､大貫ガバナーの公式訪問がありますo　ガバナー

にお聞きしたいこと､提案したいことがありましたら柳

までお願いします｡

□本日､ 13:45より当ホテル2F ｢さくら草｣にてクラブ

協議会を開催いたします｡長時間に渡りますが､関係各

位のご出席をお願いいたします｡



Rotary END POLIO NOW

青少年交換派遣学生

矢島　玲さん

2017年度?2018年度浦和北東ロータリークラブ様スポ

ンサーのもとアメリカセントラル地区へ派遣させていた

だく予定の埼玉第-女子高等学校3年､矢島玲です｡こ

のような場に招待していただき､誠にありがとうござい

ましたC

今回の卓話のテーマは青少年交換留学派遣候補生とな

ってということで､私の生い立ちや取り組んできたこと
が､､をはじめ､このプログラムへの思いなどを皆様に少しで

も知っていただけたら幸いです｡

<私の生い立ち>

1999年11月27日に両親の仕事の都合でアメリカのニ

ューヨークで生まれました0　-歳半の時に日本へ帰国し

たため､当時の記憶ははっきり言ってありませんが小さ

い頃から英語が身近にあったように思います｡今思うと､

このことが私の将来を考える上で大きく意味をもたらし

てくれました｡

帰国後は母の実家が浦和であるため､浦和に約15年間

住んでいます｡小学校はさいたま市立仲本小学校､中学

校はさいたま市立原山中学校に通い､現在の高校に入学

しました｡

<私が取り組んできたこと>

中学に入学後､弟がずっとサッカーをやっていたり､

浦和がサッカーの街だったりなどサッカーが身近にあっ
ノー､たこともあり､女子サッカー部に入部しました.この部

活はさいたま市で唯一の女子サッカー部で､多くの方に

支えられて全力で打ち込むことができました｡まさにサ

ッカー少女と言うように､真っ黒に日に焼けながらもボ
ールを追いかけた毎日でした｡恩師である部活の顧問の

先生にはサッカーだけでなく､人として大切な事をたく

さん教えていただきました｡体育委員長をやらせていた

だくなど学校のためにも働いていました｡

高校入学後もサッカー部に入部し､毎日充実した生活

を送っています｡高校は私の人生を変えた場所だと思い

ます｡本当に素敵な仲間と出会いました｡彼女たちはそ

れぞれ考えていることがあり､行動に移すことができま

す｡そんな彼女たちと生活することで日々の習慣や価値

観の違いで衝突しましたが､多くのことを気づかせてく

れました｡私の価値観は大きく変化し､自分の将来や進

路を考えるようになりました｡私は日本と世界を結ぶ架

け橋として深く考えてあらゆる視点から問題提起し､人

の心を動かすことができるような女性になり､国際貞献

したい､日本だけではなく国際社会がよりよくなる努力

を働きかけたいと思いました｡これを達成するために何

ができるか考えたところ､このプログラムがぴったりだ

と思いました｡

<青少年交換留学派遣候補生としての活動>

今､来日している世界各国の仲間や同じ目標を持った

仲間たちとオリエンテーションをはじめ､たくさんのこ

とを話したり取り組んだりしています｡スピーチやプレ

ゼンテーションなど自分のことや日本のことを紹介する

機会もあり､自分と向き合い､深く考えた一年でした｡

<私の派遣する地区　アメリカセントラル地区>

私はアメリカのセントラル地区に派遣させて頂くこと

になりました｡アメリカには様々な人種の人々がいます｡

移民や現地でずっと過ごしてきた人など様々なバックグ

ラウンドを持った人々もいます｡彼らが一緒に生活し､

ひとつの国として成り立っている社会基盤にとても興味

があります｡また､私の行くセントラル地区には国際ロ
ータリーが発祥したシカゴという都市も含まれています｡

これまでロータリーの活動に参加してきてこの仕組み

を作った人は本当にすごいなと思いました｡だからこの

仕組みができたバックグラウンドを自分の目で見て､確

かめたいです｡また､日本では日本人が周りにいること

が当たり前ですがアメリカは違います｡私が派遣させて

頂く予定の地区は移民が比較的に少なく､白人が多い地

域です｡自分もアジア人として扱われ､嫌な思いをする

ことも多くあるでしょうが､そのような環境の中に身を

置くことで日本を見つめ直し､日本人としてどうあるべ

きか考えて日本人としての誇りを持ちたいです｡

<最後に>

この留学では派遣先で関わる全ての人やロータリーの

皆さんの話をしっかり聞いてその人の性格や育ってきた

背景､考え方､時には歴史を学びたいです｡教科書や人

の話から分からないような日々の生活を経験し､日本と

異なる部分をたくさん知りたいと思います｡日本を代表

する親善大使としての役割を全うし､多くの人と関わり､

世界中に仲間を作りたいです｡

私はこの留学を種まきだと捉えます｡様々な人と出会

い､世界中につながり､自分の夢への小さいけれども意

味のある一歩を歩みたいと思います｡この思いを忘れず

に最高な一年にしたいです｡

最後になりましたが､このような機会を与えてくださ

った浦和北東ロータリークラブの皆様をはじめ､多くの

方に感謝を申しあげます｡



横田　元会長　皆さんこんにちは｡矢島さんようこそ､

卓話楽しみにしていました｡

斉藤忠治副会長　矢島　玲様､青少年交換留学生おめで

とうございます｡ 1年間の留学の成果をあげ､日本に

帰国してください｡

清水敏夫幹事　矢島さんようこそ｡

鈴木義男会長エレクト　本日､第4回次年度理事予定者

会議を行いました｡本日の卓話､矢島玲さんよろしく

お願いします｡

星野和央会員　矢島さん!ロータリーのおじさん､おば

さんたちが元気になるようなお話は楽しみです｡

豊田愛祥会員　矢島さん､交換留学生に決まられてお目

出度うございます｡私の息子も20年前に交換留学生

に選ばれて､ 1年間海外生活を送り､見違えるように

変わりました｡しっかり異文化を吸収して来てくださ

い｡

中村元徳会員　こんにちは｡

金子　努会員　30周年記念式典､ほとんどの会員が登

録いただいております｡当日､ご協力お願いいたします｡

浅見　定会員　皆様こんにちは｡青少年交換派遣学生矢

島玲さん本日の卓話よろしくお願いします｡

内田康信会員　青少年交換留学生矢島玲さん､本日の卓

話楽しみにしております｡もう少しでアメリカ行きで

すね｡頑張って下さい｡

囲谷昭吾会員　連休が無事に､そして天気も良く終了し

てホッとしたら､北朝鮮のミサイル実験､本当に困り

ますねo　今日の卓話､青少年交換留学生の矢島さん､

米国へ行ってのしっかりした勉強を期待しています｡

森　　裕会員　目に青葉!

町田信行会員　矢島玲さんこんにちは!!本日の卓話｢青

少年交換派遣学生になって｣ ､楽しみです｡よろしく

お願い致します｡

石井孝一会員　青少年交換派遣学生矢島玲さん､本日の

卓話宜しくお願い致します｡

上野拓也会員　本日の卓話｢青少年交換派遣学生となっ

て｣ ､矢島玲さんよろしくお願い致します｡

吉田律子会員　皆様こんにちは｡寒暖の差が多く体調管

理タイへンです｡本日は矢島玲さんのお話､楽しみで

す｡若い方が未来の日本を背負うのですから､皆で応

援しましょう｡

大熊克己会員　青少年交換派遣学生矢島玲さん､本日

の卓話楽しみにしております｡よろしくお願いします｡

矢作謙一会員　青少年交換派遣学生矢島玲さん､本日

の卓話よろしくお願いします｡

神坂達成会員　皆さんこんにちは｡今度の日曜日はさ

いたま市長選の投票日です｡正直言って盛り上がり

に欠けています｡一人ひとりに与えられた権利をし

っかりと行使していただきたいと思います｡矢島玲

さん､若き国際人として更なる活躍をご祈念いたし

ます｡

鈴木寿和会員　皆様こんにちは｡交換派遣学生の矢島

さん､頑張ってきて下さい｡

飯田晃生会員　本日は､次年度理事の皆様､長時間に

渡りお疲れ様です｡矢島玲さん､本日の卓話宜しく

お願い致します｡

大塚省三会員　こんにちは｡

柳寿美恵会員　皆様こんにちは｡本日は､次年度理事　′~ヽ

予定者会議があり､例会後はクラブ協議会もござい

ます｡長時間に渡りますが宜しくお願い致します｡

宇津野芳志男会員　皆さんこんにちは｡ゴールデンウ

イークも終わり､やっと一段落しました｡青少年交

換派遣学生矢島さんお話し楽しみです｡

岡崎　渉会員　皆さんこんにちは｡もうすぐ梅雨ですね｡

杉田将大会員　皆さんこんにちは｡矢島さん､本日の

卓話よろしくお願い致します｡ 30周年記念式典まで

残り2週間ちょっととなりました｡楽しみにしており

ます｡

繰越金1,241,000円　本日52,000円　計1,293,000円

出席報告

大熊勝巳会員

(5月20日)
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例会日　毎週火曜日12:30-13:30　　会　　長

例会場　浦和ロイヤルパインズホテル　会長エレクト
TEL 048-827-1111　　　　　　　副会長

墓琵掌る　事務局さいたま市浦和区高砂2+3　幹　事
Ej19rJ~　　　　内田ビル3階〒33010063　　　S A A

TEL 048-81 4-0450

FAX 048-81 410460

副幹事
クラブ広報委員長

元男治夫央渉裕

義忠敏和

田木藤水野崎横鈴音清星岡森
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