
 RI第 2750地区  多摩中グループ          

      東京国立ロータリークラブ         
例 会 日：毎週水曜日  例会場：谷保天満宮社務所 2 階 東京都国立市谷保 5209  TEL:042-576-5123 

事 務 所：東京都国立市谷保 5234-1     TEL:042-575-0770   FAX:042-572-8666 

E-MAIL：kunitachi-rc@sage.ocn.ne.jp   WEB：http://kunitachi-rc.com/ 

会報委員：遠藤直孝・北島正典・青木 健・伊藤達弥・大庭敏也 

会長 木 島 常 明 幹事：本 間 康 彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日  時：平成 28年 4月 27日  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ             稲村委員 

開会点鐘                   木島会長 

斉  唱：ロータリーソング「我等の生業」 

お客様の紹介                  木島会長  

横手 好一様 東京立川 RC  幹事        

岡部 直士様   〃    ホストファミリー  

中山 賢一様   〃    カウンセラー    

村上 寿之様   〃        

増田 太一様   〃 

 磯部 弘志様      〃 

エレン・エロル様 〃    青少年交換来日生      

 佐野 由美様    〃        事務局 

会長報告                     木島会長 

幹事報告                    本間幹事 

●5月のロータリーレートは、１ドル 110円です。 

ニコニコＢＯＸ         大神田親睦活動委員 

●東京立川 RC会長 田中宏明様･幹事 横手好一様 

4/1の合同例会では、木島会長・本間幹事をはじめと

する国立ロータリークラブの皆様には大変お世話にな

りました。改めましてありがとうございました。又、

本日は立川クラブがホストをしていますトルコからの

交換留学生エレン･エロルさんの卓話よろしくお願い

します。立川クラブより 7名で参加させて頂きます。 

●岡部直士様(東京立川RC) 本日はトルコからの地区

交換留学生エレン･エロルを卓話にお招き頂きありが

とうございます。後 2ヶ月でトルコに帰国致します。

良い経験をさせて頂いていると思います。木島会長・ 

本間幹事そして山崎義晴さんに感謝申し上げます。 

●中山賢一様(東京立川 RC) 本日は青少年交換生エ 

 

レン・エロルさんを東京国立ロータリークラブ様の卓

話にお呼びいただきありがとうございます。 

●木島会長 エレンさん、今日はトルコのことについ

ての卓話を楽しみにしております。立川ロータリーク

ラブの皆さんのご来訪を歓迎申し上げます。また先日

開催されました合同例会に多数の皆様においでいた

だき感謝申し上げます。満開だった夜桜をお楽しみい

ただけたでしょうか。 

●本間幹事 青少年交換留学生エレン・エロルさん、

当クラブの卓話の依頼を快くお受けいただき、ありが

とうございました。ホストファミリーの岡部さんもご

多忙の中、御来会いただきましてありがとうございま

す。また東京立川ロータリークラブより多数の会員の

ご参加ありがとうございます。 

●津戸会員 エレンさん、ご来訪心より歓迎いたしま

す。今日はエレンさんの学業成就を祈願いたしました。

いつかはノーベル賞を受賞すること間違い有りませ

ん。観桜会の折エレンさんは私の年令が 65 歳とおっ

しゃいました。私はエレンさんが大好きです。 

●吉野会員・石塚会員・岡田会員 トルコより来られ

ているエレンさんの日本での留学中の経験等の話を

楽しみにしています。特に日本の良さを味わって帰国

して下さい。 

●小澤谷守会員・山崎会員・青木会員・喜連紘子会員・

近藤会員・北島正典会員 交換留学生のエレン卓話楽

しみです。又、立川ロータリークラブの皆様ご苦労様

です。 

ニコニコ BOX 合計 35,000円 累計 1,220,000円 

出席報告            岡田出席奨励委員 

  ４月２７日 在籍４７名中 出席２８名   

  前々回（4月 13日）の 出席率 97.44％     

閉会点鐘                   木島会長 

RI 会長テーマ Be a gift to the world  クラブ会長テーマ もう一度青春！地域のために あと世代のために そして･･･ 
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紹介        立川 RC 岡部ホストファミリー 

 昨年 8月にトルコ共和国より来日しました。お父様はロ

ータリアンで建築家です。立川からの派遣された留学生は

アンカラのエレンの家でお世話になっておりましたが、ア

ンカラでのテロ事件等の関係で遠く離れた場所のホスト

ファミリーのお宅に変わっています。 

 エレンは好奇心が深くて、特に原宿と渋谷が大好きです。

日本の文化をそこからも感じているようです。トルコは

色々な文化が混じった所なので、その辺の話もしていただ

けると思います。 

トルコについて           エレン・エロル 

・位置 トルコはヨーロッパとアジアの間にあります 

・歴史 すごく長いです 

・文化 トルコにはアナトリアとアジアとヨーロッパの

文化があります 

・言語 トルコ語 こんには＝Merhaba! 

・アタチュルク 重要な人、英雄。毎年詩を書きます。 

・トルコの北の人 目は緑色・髪の毛は黄色。私のお母

さんも北のトルコからです。 

祭りと行事が大好き 

私の国には祭りがたくさんあります。これらの祭りは

宗教か国によるものです。 

・ラマダン（宗教） この行事中はイスラム教とは食事

をとりません。イスラム教徒は断食が朝と昼にありま

す。イスラム教徒は夕食だけ食べることができます。 

貧しい人の気持ちを理解するために断食をします。 

断食のおかげで私たちは神様から食べ物をあたえられ

幸せを築くことができます。 

・甘いものの行事（宗教） この日は家族で親戚の家に

いきます。これは私の大好きな祭りです。若い人は年

上の人の手にキスをします。年上の人は

若い人にお小遣いをあげます。この日子

供たちは近所をまわり家の人からお菓

子をもらいます。 

・HIZIR この行事の中で人々は願い事を赤い紙に書きま

す。そしてそれらの紙と何枚かの硬貨をバラの木の下

におきます。 

・29 ekim（10月 29日）共和国の日 

・19 mayis（5月 19日）若者や 

スポーツのための祭り 

・10 kasim(11月 10日)   

アタチュルクの日  

朝 9時 5分にサイレンが鳴り 1分黙祷します 

・ギュレシュ 

（イベ ントの名前） 

  全身にオリーブ  

 オイルを塗って 

 行うとて 

も難しい 

スポーツ 

 

 

 

 

 

 

(左)劇場İzmir efes antik kenti tiyatrosu 

(右)アヤソフィア モスク mosukuAyasofya mosque 

 

 

 

 

 

 

パムッカレ 世界遺産 石灰華段丘からなる丘陵地 

その他の人気の場所 

図書館 İzmir efes antik kenti kütüphanesi 

古代都市遺跡 İzmir efes antik kenti 

トルコ国内で最大の時計塔 İzmir saat kulesi 

カッパドキア 標高 1000 メートル超えのアナトリア高

原にある火山 によってできた岩石地帯 

乙女の塔  Kız kulesi  

動物 アンゴラ（羊・猫・うさぎ）・犬 

 

 

 

 

 

 

 

 

     トルコの楽器      富士山登頂時のエレンさん 

家族 

 お父さんとお母さんは建築家です。大学で出会いまし

た。お姉さんも大学で建築を学んでいます。 

私はバスケットボールチームに入っています。チャン

ピオンになりました。メダルも貰いました。バスケット

の友達もたくさん。 

日本で経験した事 

 富士山登頂・東京女子体育大学でバスッケトの練習・

ソーラン節を練習して披露した・立川ハーフマラソン完

走。広島見学・京都と大阪の見学・江の島（日本で私の

大好きな場所）に行きました。トルコの食べ物が大好き

で、はじめの 2ヶ月はすごく難しかった。 

＊トルコのダンスも音楽に合わせて披露してくれました 

トルコからの小さな親善大使  

青少年交換来日生 エレン・エロルさん 

 

地区国際奉仕委員長 


