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第 1414 回例会報告
会長挨拶
会長 吉澤邦雄

記念植樹
先日の日曜日は中学生と協働の和田峠清掃で

したが、大勢の皆さんにご参加いただき有難うご
ざいました。割り当てられた区域の投棄ゴミが以
外に少なくて少々拍子抜けした感はありましたが、
新緑の中、久し振りに爽やかな気分になれました。
担当委員会の皆様ご苦労様でした。
さて、本日は当クラブ創立 30 周年にちなんだ
記念植樹についてお話したいと思います。実は
一昨年、“蒲地年度”の時に「ロータリー世界平和
フォーラム広島」を記念して、「平和のメッセージを
持つ被爆樹木（樹齢 200 年を超えるイチョウ）の苗
を、平和への想いを未来に伝え残すために植樹
し、思いを伝えながら育てて行く」という“グリーン
レガシーヒロシマ”運動に賛同したクラブに苗木を
贈るという事業が有りました。当クラブにも 2710 地
区ホスト委員会より１本贈られておりまして、小さか
った苗木も岩村先生の愛情こもる育苗により、今
では立派な苗木に育っているとのことです。
創立 30 周年の記念植樹という意味合いと共に、
上記の主旨を活かすためにも大勢の人の目に付
く場所へ植樹したいということで、下諏訪町の関係
部署（公園担当）へ「植樹場所の提供」申請をして
いましたところ、この度、公園の一角に植樹できる
運びとなったようです。植樹日程等、詳細が決まり
■出席報告
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平成２７年５月２８日（木）晴れ
ましたらまた皆様にお知らせいたします。
ところで、当クラブでは過去（創立１５周年：岩村
年度）にも創立記念植樹を行っております。ご存
知の方も多いと思いますが、この時は「楷の木」
（中国原産：孔子廟に由来するウルシ科のトネリコ
ハゼ）を新築された下諏訪図書館入口といずみ湖
マレットゴルフ場へ植えられました。いずみ湖の
物は鹿にやられたようですが、図書館の物は立派
に成長しております。ご存知ない方は“由来書看
板”も設置されていますので是非一度ご覧になっ
て下さい。

◇幹事報告◇
【理事会報告】
５月度理事会が開催され次の通り決定いたしま
した。
１）例会について
４日

1415 早朝例会

１１日

1416

１８日

1417 第３０期事業報告

会長・幹事

２５日

1418 最終例会（夜間・家族）

クラブ奉仕

手話ダンス
堀川恵美子先生

クラブ奉仕

青少年奉仕

最終夜間例会は６時点鐘となりますのでお願いい
たします

■ニコニコ BOX

■今週のことば

１０名
累 計
目標額
達成率

内孫に女の子が誕生し４か月がたちました。笑ったり泣
いたり可愛くなってきました。まさに ザ・ベイビーです。
高林一紀

28,000 円
493,000 円
60 万円
82.1％
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２）新会員告知
片倉隆幸建築研究所主宰
片倉隆幸氏
(株)ハイライトワークス
今井高志氏
が新会員と承認いたしました。
異議のある方は、細則第１３条５節に基づき本日よ
り７日以内に理由を記した書面を持って幹事海老
原まで申し出ください。
３）清水学園支援に関しては、会長幹事に一任と
なりました。
４）２６００地区より依頼のありました「ネパール震災
支援」は諏訪湖 RC として行うこととなりました。（一
人２０００円くらい）
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セブの先生達の学校視察
写真報告と寄せられた手紙

歓迎会 ４月２７日 マリオにて

【連絡事項】
１） ６月ロータリーレートは１１８円です
【受領文書】
１） 諏訪ＲＣよりウィークリーが届いています
-----------------------------------------

４月２７日下中昼食を生徒たちとともに

４月２８日南小学校 伝統的遊び

北原会員復帰しました
怪我から驚異的なス
ピードで北原会員が復
帰し本日から参加をし
ていただきました。
「女性が一人いると明
るくなるね！」と一同大
喜びです。どうぞ無理を
なさらずにご参加くださ
い。皆さんも気を使って
あげましょう。
-----------------------------------------

４月２８日南小全校集会でご挨拶 ↑

授業参加↓

1414 回例会

セブの先生達の学校視察報告.
国際奉仕委員会
2015.04.26.～05.01 訪問していただいたセブ
の先生たちの様子について同行した、尾上会員、
溝口会員により報告をしていただきました。

４月２９日八方尾根で初めての雪体験
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教育長・視察先各校よりの感想文

雪で戯れる

岩崎ちひろ美術館

４月３０日 下諏訪社中学校３年生の合唱でのお出迎え

４月３０日下諏訪向陽高校授業参加 音楽室にて記念撮影

先日はフィリピン・セブ島の先生方の歓迎会に
御招待いただきありがとうございました。ナネ先生
とカステイーヌ先生、お二人のお嬢様、ロータリー
クラブの皆様方と楽しいひと時を共有できたこと感
謝しております。
今回の事業では、鍵盤ハーモニカの寄贈をきっ
かけとして当初の願いであったセブ島・マクタン等
の方々と下諏訪の子どもたちとの英会話を通して
の人的交流が実現しました。これもひとえにロータ
リークラブの皆様方の御配慮、御尽力があったか
らこそと感謝している次第です。
英会話についてはそれぞれ生活の中での実践
的な機会に触れることができ貴重な体験となりまし
た。また、交流を通してそれぞれの国の文化や習
慣、生活の様子等について相互に学び視野を広
げるよい機会にもなったと思います。
町校長会としましても、今後もこのような機会が
あればと期待しているところであります。
遅くなりましたが、訪問していただいた町内各学
校の子どもたちや先生方の感想を北小学校山岡
校長先生が取りまとめていただきましたので同封
させていただきます。
クラブの更なる発展と皆様のご健勝をご祈念申
し上げ御礼の挨拶とします。
平成 27 年 5 月 21 日
下諏訪町教育長 小沢貞義

フィリピン・セブ島・マクタン島
生徒・先生方の来町に寄せて
向陽高校生徒の交換風景

さよならパーティ

下諏訪北小学校
＜児童＞
・疲れているときに、英語で声をかけてくれてとて
も嬉しかった。
・横断歩道を渡るとき、声をかけてくれて安心して
渡れた。
・英語で少し話をしたが、私の言っていることを理
解してくれて嬉しかった。
・ブレンダンの英語と少し違っていたが、だいたい
聴きとれた気がした。
・先生方 2 人は途中でダウンしたが、生徒たち 2
人は私たちと一緒に最後まで歩いていてすごいと
思った。
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＜職員＞
・遠足の日、出発の会でお二人を紹介した。お二
人の先生方は笑顔であいさつされ、子どもたちは
少し緊張しつつも、興味深く聞いていた。
・お二人の先生、お二人のお嬢さん、遠足に対し
てとても楽しみにされていたようで、周囲の子ども
たちにも積極的に話しかけていた。
・フィリピンのことや勤めておられる学校の様子を
詳しく話して頂き、子どもたち職員共に興味を持
つことができた。
・簡単な英語でも通じることがわかり、子どもたち
は英語の便利さを感じていた。
・子どもたちにもわかるように丁寧に話をして下さ
ってありがたかった。
・子どもたちは NLT 以外の外国の人と話す機会が
あまりないので、もっと様々な国の人と英語で話し
てみたいといった感想を持った。
下諏訪南小学校
・学級の時間に交流として日本の遊びを一緒にや
っていただいた。楽しそうに取り組んでくれて嬉し
かったようである。
・英語の学習では、ペア学習をするときなど、一緒
になって質問に答えてくれた。子どもたちは英語
が通じて嬉しそうだった。
・音楽では、鍵盤八一モニカの練習を見ていただ
いた。興味深そうに見学していただいた。熱心な
見学の姿で勉強熱心だと思いました。
・理科の授業では、子どもたちが実験するところを
興味深そうに見学していただいた。
・学校の 1 年間を説明させていただいたが、とても
熱心に聞いてくれてびっくりしました。
下諏訪中学校
・給食を一緒に食べて、はじめは緊張したけれど、
日本ではおやつとして食べられているバナナが、
フィリピンでは主食だと聞いて驚きました。国の違
いに驚きました。（1 年）
・私たちの使っていて、今は使わなくなったメロデ
ィオンが、フィリピンの学校で役立っていることを
知りました。メロディオンを贈る活動がもっと広まっ
ていけばいいと思いました。（2 年）
・卒業した先輩たちが、スカイプを使って英語で
交流している様子をなぎがま祭文化祭で発表して
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いたことを思い出しました。今日の交流で、下諏
訪中学校に来たフィリピンの中学生が上手に英語
を話していました。英語で交流できるように、英語
が話せるようになりたいと思います。（3 年）
下諏訪社中学校
【生徒】
・英語の授業で、話すとき緊張しました。給食の時
に日本語で話していたのでぴっくりした。フィリピ
ンの学校は生徒が多くて、この教室に 80 人以上
入ると聞いて驚いた。先生方が教室を回って会え
てもらえることは良いことなので、しっかり授業を受
けたいと改めて思いました。
・英語で一度だけ話す楼会があったので積極的
に話せました。話しやすくて楽しかったです。
・英語が苦手なので緊張しました。話そうとしまし
たが話せなかったです。もう少し英語がうまくなり
たいと思いました。
・給食の時におもてなしの心を持ってソースをか
けてあげることができました。しかもサンキューと
言ってくれたので嬉しかったです。
・海外の人と一緒に理科の実験ができて楽しかっ
たです。
【先生】
・理科の授業では、質問をしてもらうなどもっと実
際に関わることができたら良かったと思いました。
下諏訪向陽高校
・英語の授業では、おいで頂いた先生方にもその
お子さんにも、生徒の質問に明るく答えて頂き、あ
りがとうございました。引っ込み思案な生徒が多い
本校ですが、４０分程やりとりする中で、英語で会
話する自信や勇気が少し身についたように感じら
れました。
・音楽の時間では生徒が行うリトミツク（バンプーダ
ンス）に飛び入りで参加して頂き、生徒たちは大
変よろこんでいました。
・見学の後、本校の職員や生捷のよい所を積極的
にほめて頂き、職員と生徒の励みとなりました。

