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桜の中央公園と天覧山

ＲＩ会長 バリー・ラシン

インスピレーションになろう

2570地区ガバナー
第３グループ
ガバナー補佐
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「想いを繋ぎ 地域と国の発展に奉仕する」
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例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.
事務局：東京電力パワーグリッド㈱川越支社飯能事務所内
（代） FAX

晴
島 田 秀 和

幹 事 馬 場 正 春
水 曜 日（12:30～13:30） 当 番 半田君、服部君

・点 鐘 島田会長
・ソング 君が代 奉仕の理想 四つのテスト
・卓 話 森田陽湖様
【会長報告】
元号の発表があり５月からは新しい時代が
始まります。ＲＣも今日、来年度役員の初顔合
わせ。
頑張って頂きたいと思います。
増強はこ
こで３人連続の不調でストレスを抱えている
状態です。
あと一人何とか入会して頂き６０名
を切る事の無いようにバトンタッチしたいと
思います。ご紹介をよろしくお願いします。
【幹事報告】
本日、第１１回の理事会を開催。
前回議事録
確認。
５月プログラム承認。
飯能新緑ツーデー
マーチ参加の件。第９回議事録を配付。４日、
東清州ＲＣ５０周年式典に１０万円を送付。
越生
毛呂ＲＣ５０周年式典は親睦旅行と重なり、
お祝い金を手配したいと思います。石井会員
は体調不良のため今月はお休みとの事です。
ＲＣレート１ドル＝１１０円
◎例会変更のお知らせ
◇所沢西ＲＣ
・４／２３（火） 例会取消
・４／３０（火） 例会取消
・５／７（火） 例会取消
・５／２１（火） 例会振替４／１８～２０親睦旅行
・５／２８（火） 例会取消
・６／２５（火） エンディングパーティー
例会場変更「堤新亭」夜間例会
【委員会報告】
◎出席向上委員会
加藤君
４／１４地区大会
（本庄）
、南口８時出発。
◎親睦活動委員会
吉澤君
夜間例会、多数ご参加有難うございました。

合同コンペ、
親睦旅行の申込は本日締切です。
◎環境保全委員会
大野（泰）君
「飯能新緑ツーデーマーチ」参加費は各自で
ご負担下さい。
２６日１０ｋｍコースを歩きます。
申込締切４／２４。よろしくお願いします。
◎会員増強委員会
本橋君
５名の方に入会して頂きましたが目標に足
りません。
どうかご紹介を頂きたいと思います。
【セミナー報告】
◎ロータリー財団のセミナー
土屋（崇）君
３／１６飯能は
「エンドポリオナウ」
の表彰を
頂戴。
地区補助金１０００ドルは是非利用したい
と思っています。次年度役員顔合わせ、本日
「清河園」
。座談会への出席もお願い致します。
◎福島会員、五十嵐会員よりご会葬の御礼
【出席報告】無届欠席０ 加藤出席向上委員長
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Ｕ】
３／１５（日高）中里（忠）君
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・森田陽湖様ようこそ！卓話よろしくお願い
致します。
小川君、伊澤君
・先日の母の葬儀に際しましてたくさんの会員の
皆様方に参列頂き有難うございました。 福島君
本日計５，
０００円、累計額７７４，
００１円。
◎１７日例会当番は細田（吉）、石井会員です。
【卓

話】

講師紹介
伊澤会報・広報委員長
イタリア・シチリア島カターニャ地
域に２０１７年の９月から留学、翌年７
月まで頑張って来られました。メール
やお手紙で何度も報告を受けていまし
た。病気もされた事もあるようですが
いろんな事を吸収して来られたと思い
ます。卓話を楽しみにしています。シ
チリアのクラブとバナー交換をされて
来られたので会長にお渡し致します。

イタリア留学を終えて
川越女子高等学校 ２年

森田陽湖様

２０１７年９月から２０１８年
７月までの約１０か月間、
飯能
ＲＣ様スポンサーの下、
イタリ
アで勉強して参りました。さ
まざまな面でサポートして頂
き感謝しております。ＲＣの
「青少年交換プログラム」
は高
校生対象の約１０か月のプログ
ラムで、１年前に選考試験が
あり、派遣候補生となると月
１回のオリエンテーションで
パワーポイントを使った発表や現地ＲＣに提出する
書類作成等のご指導を頂きます。派遣先は候補生の
適性を見て地区委員会の皆様が決定されます。他の
同期は米国、
ブラジル、
メキシコ、
インドネシア等に
行きました。
帰国後はＲＯＴＥＸとして、
月１回のオリ
エンテーションで現在来ている候補生のカウンセリ
ングや危機管理の指導等をさせて頂いております。
シチリア島の州都はパレルモ。私の住んでいたカ
ターニャはシチリア第２の都市で人口は川越市位。
紀元前からさまざまな民族に支配されたり独立した
りとユニークな歴史があり、シチリアには多くの世
界遺産が残っています。Ｇ７開催地タオルミナ。カ
ターニャの北にはエトナ山、欧州最大の活火山があ
りますが現地の人達に不安は無いようです。漁業も
盛んでビーチもあります。バロック建築が多く残
り、０２年、町全体が世界遺産に登録されました。
ホストマザーのマリアンナさんは高校の美術史の
先生、ホストシスターのベネデッタは私と交換で米
国に留学、最後の２週間だけ一緒に過ごす事が出来
ました。基本的にはマリアンナさんと二人暮らし。
イタリア語のよく分からない子を受け入れるのは大
変だったと思うのですが、
いつも優しく、
美味しい料
理を作って下さいました。留学した高校が彼女の勤
務先でもありましたので、彼女の授業も受けました。
高校は文系、
クラスは観光科。
２２名中２０名が女子。
外国語の授業が多く、
登校８時１０分、
下校は１時半か
２時２０分。
帰宅後に昼食となります。
休み時間は無く
３時間通しで授業をやり、
２０分休憩、
また３時間の
授業。徐々に私も皆と同じように授業を受けられる
ようになっていきました。イタリアは小５中３高５
大４年制。
高校で専門科に分かれます。
テストは面接
形式で「○○～△△年までの大まかな歴史を言いな

さい」
「それは何故起きたのか」等
の質問に答えるものでした。話す
事が大好きな国民性はこういうと
ころから来るのではないかと思い
ました。日本について話をする機
会がありましたが、
日本に興味の
ある人が多く、
熱心に聴いてくれ
ました。ＲＣの留学生として親善
大使の役目も達成出来たのではな
いかと思います。
放課後は週３、
４回、
１４００年代
創立のカターニャ大学のイタリア語講座に通い、文
法や記述を学びました。クラスメートは世界中から
の留学生で、たくさんの刺激や目標を頂きました。
以前から習っていたクラシックバレエの教室にも週
２回、行きました。
ミラノ・スカラ座のダンサーに教
えて頂く機会もあり、クリスマスの舞台に出させて
頂いたりして、世界共通の趣味があるというのはと
ても良い事だなと感じました。バレエを通して友達
が出来たのも良かったなと思います。
ホストクラブはシチリア島・マルタ島の第２１１０地
区カターニャＲＣ様で、月１回のオリエンテーショ
ン、
小旅行でいろいろな所に連れて行って頂きました。
シチリアには世界中から２０人以上の留学生が来て
いて、その出会いも大きかったです。
また、
イタリア
にはアフリカ系の人々が多くびっくりしたのですが、
ゴムボートでやって来る難民の行き着く先がシチリ
ア島だという事を知りました。ショックを受けて、
何かボランティアをしたいと思ったのですが、周り
の方から
「やめた方がいい」
と言われ、
もやもやした
気持ちもありながら帰国する事になりました。この
先、進学するに当たり、難民の方々を助けるような
仕事が出来るように学びたいなと思っております。
留学中は楽しい事もあれば悩む事もありましたが
全ての経験が自分を成長させてくれたと思います。
将来こうなりたいという目標を与えてくれた方にた
くさん出会う事も出来ました。人との出会いをこれ
からも大切にしていきたいと思います。留学を通し
て視野や興味が広がり、
また、
改めて、
もっと日本に
ついても知りたいと思いました。
「日本はどうなの」
と聞かれる事が多く、自国の事でも知らない事がた
くさんあるんだなと思いました。
「日本語を教えて」
という人も居て、日本語の奥深さを感じました。
留学
生間では英語が公用語で、自分はまだまだだと痛感
させられる事が多く、
今、
語学力・コミュニケーショ
ン力の向上に向けて頑張っています。
２０２０年東京
五輪のイタリア語通訳ボランティアに応募し、選考
を通る事が出来ました。進学後は難民問題について
さらに勉強したいと思っております。イタリアとの
掛け橋となり、
また、
世界中の方に日本の良さを伝え
る活動が出来たらいいなと思っております。
〔質問に答えて〕付けているバッジは留学生同士で
交換したものです。私も日本の国旗の絵のあるバッ
ジを持参したので、現地で留学生やロータリアンの
方と会う度に交換して１年でこの位になりました。
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行 事 予 定

当 番

［担当委員会］

例会取消（定款による）
卓話「インターアクト 【結婚・誕生日祝】 伊 澤 君
クラブ、ローターアクトクラブについて」 神田
（康）
君
地区青少年奉仕部門アクト委員会委員 ［青少年奉仕］
親睦旅行
（１２
・
１３日）振替休会
卓話「飯能青年会議所で得られたもの」 木 川 君
小谷野君
公益社団法人
飯能青年会議所直前理事長 荒井淳次様［環境保全］
卓話「女子砲丸投げの魅力」 柏 木 君
飯能ＲＣプログラム委員 ～世界に挑む日本女性～ 川 口 君
大野デンタルクリニック院長 大野 康会員［プログラム］

