
 

 

 

日  時 平成 27年 2月 18日  

会  場 例会場   

司  会 ＳＡＡ             杉田委員 

開会点鐘               岡本(正)会長 

斉  唱 ロータリーソング「それでこそロータリー」 

お客様の紹介               岡本(正)会長 

佐藤 一夫様 卓話講師（国立市長） 

会長報告                  岡本(正)会長 

●地区青少年交換スプリングキャンプ 

 日時 3月 26日～29日 

 場所 広島・姫路・京都・奈良 

 出席 吉野青少年交換委員 

●多摩中グループ協議会の開催 

 日時 3月 17日（火）18時 

 場所 フェルミエール 

 出席 岡本会長・遠藤幹事 

●東京原宿 RC創立 30周年記念式典のご案内 

 日時 4月 23日（木）18時 

 場所 明治記念館 

 記念講演 池上彰氏 

 登録料 15,000円 申込は事務局へ 

●東京立川 RC創立 55周年記念例会 ご招待 

 日時 3月 27日（金） 

 場所 パレスホテル立川 

 出席 岡本会長・遠藤幹事 

幹事報告                 遠藤(常)幹事 

●東京立川こぶし RCより訃報連絡 

 村上嘉幸様 87 歳が 2 月 6 日ご逝去されました。

（1997-98 年度多摩中分区代理）すでに家族葬が行わ

れ、後日偲ぶ会が行われる予定です。 

委員長報告  

●関出席奨励委員長 出席報告と同時に行っていたビ

ンゴは本日で終了します。13名の当選がありました。 

●喜連(紘)国際奉仕委員長 ｢カンボジア教師養成事

業、教材の贈呈式｣の報告 プノンペンの小学校教師

養成ホールにて式典が行われました。生徒 200名・

プノンペン教育局長・2750 地区参加 19 クラブのう

ち 6クラブの 17名が参加しました。詳細は 3月に会

長が卓話でご報告いたします。 

●近藤新世代委員長  

 2/13三中における留学生との交流会への参加・御協

力ありがとうございました。 

ニコニコＢＯＸ          宗村親睦活動委員 

●岡本(正)会長 佐藤一夫市長には、公務ご多忙のな

か、卓話にお越し頂きありがとうございます。第三中

学校の留学生との交流会では大変お世話になりました。

また、日頃の当クラブへの御理解にも感謝申し上げま

す。これからも国立市が住みよい街となるよう御活躍

下さい。 

●遠藤(常)幹事 先日、国際奉仕として会長・喜連委

員長、私とカンボジアに行ってきました。カンボジア

はすごい所だという印象でした。国立市長の卓話楽し

みにしています。益々市政に頑張って下さい。卓話慎

んで拝聴致したいと思います。 

●小澤孝造会員・高柳会員・津戸会員・五十嵐会員 市

長さんには公務多忙の折、ご出席を感謝申し上げます。

来期もガンバッテ下さい。 

●高世会員 昨日は久々に秋廣会員のメンバーコー

ス、府中カントリークラブでプレーすることが出来ま
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した。スコア―はどうであれ本当に楽しい一日でした。

同伴者にも恵まれ秋廣会員の数々のお心遣いに感謝致

します。今日は佐藤市長、大変御苦労様です。よろし

くお願いします。 

●時田会員 本日の卓話、市長(ガマちゃん)のお話楽

しみにしております。 

●宗村会員 先日子供が手袋を落し、拾ってあげたら

「ありがとう」と大きな声で云って、カバンのカバー

に東京国立ロータリーの表示がありました。ニコニコ 

●小川会員・石塚会員 佐藤市長の素晴らしい卓話は

いつも聞かせていただいていますが、この 4年間の実

績は市民が理解しています。頑張って下さい。 

●内山会員 佐藤市長ようこそいらっしゃいました。

先日の商工会青年部 50周年には、ご臨席頂きありがと

うございます。今後も引き続き連携を持っていきたい

と思っております。宜しくお願い致します。 

●岡本貞雄会員・木島会員・佐伯有行会員 佐藤市長

の卓話、今日は何のお話しか楽しみです。これからの

市制も期待しております。がんばって下さい。 

●山崎会員・青木会員 佐藤市長の 4年間の思いを込

めた卓話楽しみにしております。今後の国立市政の発

展の為にも頑張って下さい。 

●喜連元昭会員・喜連紘子会員 佐藤市長の御来駕歓

迎申し上げます。本日は施政方針演説では無く気軽に

本音のお話が聞けるのではないかと期待しております。 

●新世代委員会(近藤会員・関会員・石塚会員・岡田

会員・長嶋会員) 三中生と留学生との交流会は皆様

の御協力により無事終了致しました。楽しい思い出深

い一日になったと思います。 

ニコニコ BOX 35,000円 累計 932,000円 
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講師紹介        小澤(崇)プログラム委員長 

 佐藤市長にはこの 4年間を振り返っていただいてお

話しいただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

「４年間の市制」      卓話講師 佐藤一夫 

 この 4年間は本音を封印しておりまして、ただ皆さ

んにご迷惑を掛けないように対応しております。お酒

も控えております。非常に楽しい 4年間を過ごさせて

いただきました。 

 オープンデータの分析 総合データ 3/1742 市民

の懸命さが数値に表れていると思います。 

職員の年功序列を止めました。優秀で感受性豊かな

職員に恵まれ、仕事がし易いです。（中略） 

4 月の市報に市政報告が割愛なしで載せさせていた

だきます。一読戴けたら幸せです。とりとめのない話

をしました。きょうは皆さんとお会いできたことを嬉

しく思っています。ありがとうございました。 

＊様々な問題に対処された4年間のお話を伺いました。 

出席報告           高柳出席奨励委員 

  ２月１８日 在籍４８名中  出席３９名  

  前々回（2月 4日）の 出席率 97.83％    

閉会点鐘              岡本(正)会長 
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記念講演「心臓外科ひとすじ」 

 

 

 

 

 

国立 RC会員  

国立市長 

佐藤 一夫 氏 
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音楽の授業 

「お琴」 

 

僕の人生も変わっていたかもしれない  

梅のつぼみはまだ固く冷え込んだ2月13日（金）朝、

2750地区の来日留学高校生6人とかつて外国へ留学の

ために派遣されたローテックス 8名(全員女子)が、国

立市立国立第三中学校へ到着した。当クラブが‘07〜’

08年度（吉野会長年度）より継続事業として行ってい

るこの交流会は本年で 8回目となる。この日、終了後、

会員のどなたかが思わずつぶやいた。「若いときこの

ような経験をしていたら僕の人生も変わっていたかも

知れない」と。たいへん実りある交流会となったので

ご報告したい。 

生徒が広い世界に目を開く  

ロータリークラブが国際組織であることがいかんな

く発揮される奉仕活動分野が青少年交換学生事業であ

る。世界中から来日した交換留学生は中学生と交流す

ることや日本の中学校の様子を通して日本をより深く

知ることができる。また、中学生にとっては留学生や

外国経験をしたローテックスと接するという日常の中

学校生活では得ることのできない体験をすることで広

い世界に目を開くチャンスとなる。 

佐藤市長から、「来日生の皆さんようこそ日本へ。

日本人は働き者で優秀です。若いうちに大いに学び、

ゆっくり楽しんでいってください。」石井校長からは

「有意義な一日にしてください」という歓迎の言葉が

あった。 

留学生バスケットに飛び入り参加  

一行は三中の校内を

校長先生のご案内で見

学、数学英語理科の授

業や図書室等まわった。

体育館では女子バスケ

ットの授業が行われて

おり、来日高校生が上

着をぬいで飛び入り参加する場面もあった。本日の交

流第一弾としてなかなか感動的な場面であった。 

メキシコへ派遣されたローテックスの城市さんによ

ると学校に体育の科目はなかったという。そのかわり

倫理等違う授業があったとのことだ。 

留学生 琴で「さくら」を演奏  

1年 2組で音楽の授業参観。参観というより参加し 

たといった方が正しいかもしれない。2人ずつ生徒が 

正座している中に来日生、日本人ローテックスが 1人 

ずつすわり、生徒さんの指導で日本文化の一つ、邦楽 

 

 

 

 

 

 

 

 

器琴の演奏に挑戦する。平調子の練習をしてからいよ

いよ「さくら」の曲を練習し、見事、留学生・ローテ

ックス・地区青少年委員のみで「さくら」を演奏する

ことができた。指導する側も、指導される側も満面の

笑みがこぼれ、双方に達成感や信頼感が生じた瞬間だ

ったのではないだろうか。 

給食の時間は 1年生 4クラスに分かれて日本の中学

校の学校給食をいただいた。本日はバレンタインデー

である。ハート型のチョコレートケーキがデザートと

して登場した。 

生徒による司会進行  

午後からはクラス毎の交流会が行われた。私が 1年

2 組を見学させていただいたところ、生徒の歓迎の言

葉で始まり、生徒の司会進行で三中やクラスの紹介を

していた。このプログラムが始まった 8年前は新世代

委員会が中心となり司会進行をしたように記憶するの

で、大いに頼もしく思えた。ただ、生徒たちはとても

シャイで声が小さく、後ろでは聞きづらかったのはち

ょっと残念であった。 

ドイツ国の紹介  

ドイツよりの来日留学高校生のララさんは自分の国

を次のように紹介した。ベルリンのブランデンブルグ

門とディズニーのシンデレラ城のモデルとなったノイ

シュバンシュタイン城の写真を持参し、「知っていま

すか」と問いかけた。「ドイツでは皆ビールをよく飲 
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国立市長と来日生・ローテックス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みます」の言葉の後で通貨ユーロのさまざまな実物を

見せてくれた。日本の文化が大好きなのでやってきた

こと、日本人は食べるのが早いので驚いたこと等語っ

てくれた。 

もし、私が自分の国日本を紹介しなくてはならない

立場になったら一体何を話すだろうと思わず考えてし

まった。ララさんのプレゼンは来日半年というのに日

本語も内容も完璧であった。 

ローテックスは地球が小さくなった？  

橋本、城市、柿崎の 3人のローテックスからは、「留

学してみたい人いますか」の質問があったが生徒から

手は上がらなかった。ローテックスは異口同音に「自

分から積極的に話しかけられる人になった」「世界中

に友達ができたので地球が小さくなった。」「内面的

な成長があった。」と語ってくれた。「良い大学に入

れた」というのもあった。生徒たちの心に大いに残る

ものがあったのではないか。 

楽々 楽良 蘭楽  

交流会は書道体験、折り紙、「坊主めくり」と続い

た。墨黒々と「愛」の字をララさんも書くことができ

た。グループ毎にララを漢字に当てはめるとどのよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

な字にしたらよいか考え、発表した。楽々、楽良、楽

楽、蘭楽、蘭来 どうです、生徒の考えた漢字の名前

なかなかのものでしょう。 

百人一首の絵札を使う「坊主めくり」では、蝉丸が

出たら全部出すというルールに大いに笑い転げ、皆一

緒になって盛り上がった。交流会全体を通じて生徒た

ちの事前の準備と来日生やローテックスへの心遣いを

感じずにはいられなかった。おそらく他の 3クラスで

も同様であったに違いない。 

おわりに  

ロータリークラブが中学生という人生の成長過程に

ある大事な時期に有意義な時間を提供するお手伝いが

できたなら幸いである。 

2007～08年度より継続しているこの事業は、評価さ

れ、その年度にＲＩの「四大奉仕部門功労者賞」と地

区のガバナー賞を受賞したことをご参考までに記す。 

このような素敵な交流会をお膳立てして下さった新世

代委員会、市教育委員会、市長部局、地区青少年交換

委員会、何より強くご協力くださった国立三中の校長

先生はじめ先生生徒の皆さん、関係各位に感謝したい。

（文責・佐伯 和美） 

交流会(1年生 4 ｸﾗｽ)・給食・書道・折り紙              バレンタインデーのメニュー 

ハート型チョコケーキ 

 

 

交流会終了後 地区青少年交換委員と国立 RC会員 

 


