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THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4 ,RID2500

第３０４１回 例 会 記 録

＜基本的教育と識字率向上月間(ロータリーの友月間)＞

2022~2023

Weekly Report№１０
9月 会 員 卓 話
22日㈭ メディア委員会

日時：2022年 ９月１５日(木)18:00～
会場：ホテルサンシャイン２Ｆ
司会：石井 朋子 ＳＡ Ａ ②

12:30～

★開 会 点 鐘： 高井 一 博 会長
★国
歌： －
★Ｒ ソ ン グ ：手に手つないで
★四つのテスト：－

加藤

幸徳

君

9月 会 員 卓 話
青少年奉仕委員会
29日㈭
井上 英勝 君
12:30～

会長報告

高井 一博 会長①
今日、業界関連の会議のため斜里町へ行って参
りました。
春のウトロでの事故の影響は甚大なもの、と関
係者は嘆いておりました。夏の知床ねぶた祭り、
産業まつり、秋季神社例大祭等々、祭事関係は軒
並み中止だそうです。行方不明者が未だ8名いる
との事で、「祭りどころではない」と仰っており
ました。秋晴れで申し分のない天気の中、街に観
光客も見当たらずさみしい限りです。事の重大さ
を痛感し、今後の捜索で行方不明者が見つかって
ほしいものです。
9月10日㈯オンラインにて第4分区内会長・会
員増強委員長懇談会が、邵 龍珍（ソウ ヨンジン)
地区会員増強委員長主宰により、久保ガバナー補
佐も参加され1時間半に亘り開催されました。
会員増強は地区においても永遠のテーマとさ
れ、出席者それぞれが成功事例と反省事例、コロ
ナ禍においての現状と今後の対応策を文字通りざ
っくばらんに述べ合い、方向性を探るものを目指
しました。
例会を1ヶ月4回から3回に減らすことにより、
①出席率が向上した、②食事の内容が良化した等
々の事例が述べられました。
会員加入促進においては、青年会議所出身者を
迎い入れるなど地域の特性もあり各クラブとも努
力されているのが実情でした。地道な行動が不可
欠であると思われます。
今宵、懇親を深めながら会員組織を一歩進めて
いきましょう。本日は宜しくお願いいたします。

委員会報告
本日のプログラム
◇木村 一則 社会奉仕委員長③

9月21日㈬10時より、｢秋の全国交通安全運動
に係わる街頭啓発｣が警察署前で実施されます。
10時前に集合、クラブのジャンパーを着て活動
しますので多数のご協力宜しくお願いします。

本日のプログラム

懇親会

親睦活動委員長 佐藤 和徳 君④
乾杯のご発声は9月生まれの成田弘明会員。
成田 弘明 君⑤
今日もビールもお酒も美味しいと思います。仲
良く和気あいあいとやりましょう。“乾杯！”
【名前後の○数字は写真の番号】

ニコニコＢＯＸ 佐藤 和徳 親睦活動委員長

乾禧 實君
東海林勉君
橋本政司君
長嶋宏明君
福家 貢君
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☆閉会点鐘：高井一博会長☆会報担当：佐藤直也委員
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本日のプログラム
ゲスト紹介

成田 弘明
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ゲスト卓話

国際奉仕委員長

遠軽町に来て、ふと…思ったこと

遠軽町教育委員会 ALT(語学指導助手)
ニコルソン・クリスティー・リー 様①

2019年にALTとして来日し、現在4年目になっ

第43回 遠軽ロータリークラブ旗争奪中学校野球大会新人戦
2022年9月4日 えんがる球場
ニュジーランド人は裸足を好みます。白滝の

ています。子供たちに英語を教えていますが、
語学だけではなく日本以外の文化を伝えたいと
思っています。多様な文化の素晴らしい点を子
供たちに伝えることに興味を持っています。
かつて日本人のえつ子さんという方がニュー
ジーランドの自宅に留学生としてホームステイ
されたことがあります。えつ子さんは海外の文
化の魅力を教えてくれました。その影響を受け
て日本語の勉強を始めたのです。留学も経験し
ました。子供たちに海外のすばらしさを伝える
と同時に、日本の素晴らしさもわかってほしい
と思います。

イベントには裸足で参加しました。どこでも裸
足の人が沢山います。
ニュジーランド人のおかしいところをもう一
つ。果物を丸かじるすることです。キウイも皮
ごと食べます。学校は小中高とすべてお弁当で
すがナイフなど危険なものは持っていけない
し、果物を切ってしまうと汁が垂れるので、そ
れで丸ごと噛りつくのです。お弁当は雨天時以
外は外でたべます。理由は特にわかりません
が、風を感じ太陽の光を浴びて食べるのもとて
も気持ちが良いものです。裸足と果物丸かじり
はニュージーランドをとても恋しくさせます。
もう１つ恋しくさせるものは、文化の多様性
あと1年ですがその後についてはまだ考えてい
ません。もしかしたらあと2年半ほどいること
になるかもしれません。遠軽にいる間はイベン
トなどに参加しながら、さらにいろんなことを
体験したいと思っています。
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