
 

 

 

 

第 1500 回例会報告          平成２９年４月６日（木）曇り 

■出席報告 

会 員 数      37名 
出席対象        37名 
出席者数     28名 
出 席 率    77.8％ 
前回修正    97.2％ 

■ニコニコ BOX 

７名    11,000円 

累  計  430,300円 
目標額   60万円 
達成率    71.7％ 

■今週のことば 
 １５００回例会おめでとう！年約５０回×３０年の諏訪湖
ＲＣの連鎖に思いを新たにしています。この延長の上に
さらなる飛躍を祈念します。           近江誠一 

昨日で８２歳まで生きました。もう少し頑張ります。 
溝口幸二 

本日娘の長男が満４歳になります。その長男の弟が出産予定より早い３月３１日誕生しました。孫が４人になりました 
                 御子柴文夫                                                          

  

SUWAKO ROTARY CLUB WEEKLY NO.1500 

会長挨拶 

会長 河西達雄 

会員拡大 

今日は１５００回という、記念すべき節目の例会
日です。 
ご存知の通り本年度は 1 名の退会者がおり３８

名から３７名と会員が１名減少したまま推移いたし
ております。私たちの活動は私たち会員が負担し
た会費によって賄われています。そこで本年度の
予算により少し明細を見てみますと、分担金と呼
ばれるロータリークラブに所属しているためにロー
タリーの関連団体に支払われる金額が、年間約１
８０万円です。例会費年間３００万円を含む総務費
が５９０万円ほどかかり合計で６７０万円が基本的
な運営費用となります。（一人あたりにすると約１８
万円）。残りの２２８万円がこのクラブの活動費とな
ります。実際には事業費に３３０万円くらいの予算
が組まれていますが、それは会員の努力による年
次繰越金などがあるためです。しかし本年から事
務局費として６０万円がかかるなど、あまり繰越金
が期待できなくなりますので、２２８万円が、今後
の活動費と考えてよいと思います。２２８万円の活
動費が多いと思うか、少ないと思うかは考え方の
違いが出るところですが、１名減のままでは少なく
とも現状の活動は困難になります。この状態を打
破するためには、基本的には会員の増強が大切
です。 

もちろん会員の増強は活動費の確保の他に、
なによりこのクラブの活性化の決め手になるといこ
とが一番大切なことです。この１０年間くらいの間
に入会していただいた若い会員のおかげでこの
クラブがいろいろの場面で活性化されていること
は皆さんご存知の通りです。 
４月１７日に会員増強委員と、若干のメンバーを

加えた「拡大会員増強員会」が開催されます。す
でに入会が確定している方が１名いますが、ぜひ
一人でも多くの入会者がありますよう、ご協力をお
願いします。 

◇幹事報告◇ 
【報告事項】 
４月のロータリーレートは１１６円です 

【連絡事項】 
１）今月号の月信に沢山の方が表彰で記載されて
います。また国際奉仕委員会の活動も記載されて
います。ご覧ください。 
２）上田ロータリークラブ事務局員が交代となりまし
た 
３）「ひろくんを救う会」案内が届きました。これに
関して原拓男ガバナー事務所と、募金主体のロ
ータリアンからお願い文が届いています。 

【受領文書】 
１）第２ゾーンロータリ財団ーニュースが届いてい
ます。 
２）長野西ロータリークラブより、３０周年記念誌が
ホームページに記載されたので、ご覧くださいと
いう連絡がありました。 
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 今月の誕生祝は、溝口幸二会員と、平山隆勇会員でした。 

第 1500回例会 

交換留学生受け入れ中間報告 

交換留学生 グレンドリン 

担当 国際奉仕委員会 

グエンドリンさんの卓話に先立ち、交換留学生
受け入れプロジェクトの長﨑政直リーダーより中
間報告がありました。 

グエンドリン交換留学生受け入れプロジェクト 

中間報告 

2016.01.地区国際奉仕委員会交換留学生小委
員会・若林小委員長より渡邊委員長に長野西高
校生徒派遣に対して長野地区で留学生受け入れ

クラブが見つからないので諏訪湖クラブで受け入
れてほしい旨、申し入れがあり、渡邊委員長を出
しているクラブとして受け入れることとした。 

2016.02.～03.通学高
校の受け入れ依頼：地域
での受け入れ校を東海
第３高等学校から公立高
校へ 通学するのに遠

い、諸費用が高いなどの
理由により①向陽高校
②諏訪清陵高校③東海
高校のいずれかにお願いすることになりました。 
当初、向陽高校では難色を示しましたが、派遣

校、長野西高校より受け入れ要請をしていただい
て、向陽高校受け入れが認められました。 

2016.08.23.グエンドリン来日・ホームステイ先宮
坂英貴さん宅。おばあちゃんを始め家族みなさん
で、グエンドリンの日本生活の習慣を教えていた
だきました。 
引き続き森山広さん宅奥さんと息子「栄」君がグ

エンドリンによくなじんで、期限が来た時には、別
れがたい仲になっていました。 

小口直久さん宅では、まだ一ヶ月ばかりですが、
同様に過ごされているようです。 
先日、グエンドリンに何か困っていることはない

か、不満はないかと聞きましたが、ＡＬＬ ＯＫ と
のことです。受け入れ家庭の皆さんには、とても感
謝しています。ありがとうございます。異文化を受
け入れてご苦労いただいていますが、良い影響、
変化もあるようで、よしよしと思っています。 
なし崩しでカウンセラー役にさせられて彼女を

観察していますが、彼女は、とても賢く、理解が早
く、優秀だと思います。出しゃばらず、控えめで、

「大和なでしこ」のような性格です。それは、他方、
社交的ではないという事になるのですが、それで
も、好き嫌いが表情に良く出ますが、不満であっ
ても、我慢強く、ＡＬＬ OKで対処しているように思
います。今日も、本心は、「卓話やりたくない」と思
っているようですが、頑張ってもらいます。 
今後の予定は、５月２５日にご両親が日本に来

て、６月の５日まで滞在されます。またグエンドリン
本人も、６月２７日に留学を終え、フランスへ帰りま
す。今後、歓迎・送別のイベントを企画いたします。
ご参加よろしくお願いします。 
最後に、経費についてですが、おかげさまで、

諏訪グループからの支援金もあり、なんとか幕引
きできそうです。以上、プロジェクトチームからの
ご報告です。 

私のことと留学のこと 

交換留学生 グレンドリン 

交換留学生 Grendorine です。フランスから来ま
した、17歳です。最初に自己紹介をします。 

1999 年に生まれました。フランス人ですけど、ド
イツのonaueschinenという小さい町に生まれました。
お父さんは軍医だからお母さんといろんなところ
に住んでいました。2001 年までドイツに住んでい

ました。妹もドイツに生まれました。そして 2002 か
ら 2005 までマルチニークというカリビアンのフラン
スの島に住んでいました。2005 年 6 月にフランス
へ帰りました。Gonnevilleに住んでいます 
お母さんは 46 歳です。歯医者さんですけど開

業医だから朝だけ仕事をします。お父さんはお医
者さんです。医師会で仕事をするからとても忙し
いです。 
兄弟は３人います。妹は１人います。１５歳です。

８月から東京で留学をします。とてもかわいいで
すね。弟は二人います。Lois は１３歳。マルチニク

に生まれました。９月から高校生になります。かっ
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日本語で書かれた原稿の一部 

こいいですね。Leopaldは8歳です、彼も飛び級し
ました。二人は空手が大好き。とてもカッコいいです。 

グルノーブルＲＣのおかげで日本に来ました。去
年おばあさんはこの RC の会長で、この間に台湾
人の女子は３カ月うちに来ました。やっぱり学校は
つまらないですね。今年 Greciaは Mexicoから来
ました。彼女は初めて馬に乗ってみました。空手
もしました。 
そして日本に来た目的について話します。私は

フランスで高校もう終わったから大学に入る前に
世界を見たいと思いました。フランス語は私の母
国語そして英語が全然わかります。ドイツ語は５年

間勉強しました。全然話せないからあきらめました。
日本語は高校で４年間勉強しましたが興味がある
から日本に行きたいと思いました。そして日本語と
ラテン語は本当に違うだから日本語を学ぶのは

challenge でした。いま日本に慣れました。素晴ら
しい国と思います。 
次に趣味について話します。私はいろんな趣味

を持っています。運動が大好き。フランスで毎日
学校のあとに、乗馬をやっていましたが日本でで
きないから毎日筋トレをします。走るのも好きだか
ら時々諏訪湖の周りを走ります。 
音楽に今日もがあります。チェロを弾けます。9

月に三味線を始めて弾きました。おもしろいから、
月に 2回先生と三味線をします。 
そして日本で１０回ぐらいスキーに行きました。

フランスで Normandy に住んでいるから山があり
ません、車で Alps まで１１時間かかります、家族と
２回だけスキーに行った。でも今年よくすべりまし
た。いろんなスキー場に行きました。森山さんと伊
那とブランシェ髙山にいきました。小口さんと白馬
岩岳と志賀高原と野沢温泉と白骨にいきました。
本当に楽しかったです。 
好きな食べ物は野菜と果物、でも魚も好きです。

フランスの好きな料理はRarilouという野菜Dishで

す。日本でさしみは初めて食べましたが大好きで
す。みそ汁やかきも好きです。納豆は食べたこと

ありますが、あまり好きでありません。食べられな
い物は生卵です 

11 月東京に行きました。5 日は明治神宮でたく
さん写真をとりました。そして渋谷と浅草に行きま
した。6日はDisneylandに行ったのに楽しくなかっ
たです。子どもっぽいだからあまり好きではありま
せん。 
１２月に山梨県の留学生とkyotoとOsakaに行き

ました。さいしょに、銀閣寺と清水寺を見ました。9
日は大阪のUSJにあそびに行きましたDisneyより
楽しかったです。夜は大阪に、食べました。１０日

は着物を着ました。とてもきれいな着物ですね。こ
とあと奈良で東大寺を見ました。シカはせんべい
を食べてくれました。かわいかった。１１日は金閣
寺に行きました。とてもきれいした。この旅行は本
当に楽しかったです。 
そして３月白馬にスキーをしました。Outband と

Roreu とダンスを練習しました。この Danceの名前
は Zoiba というギリシャの Danceでした。みんなは
あまりできませんでしたが、とても楽しかった。ほ
かの留学生とたくさん遊びました。スキー場は岩
岳スキー場でした。みんなは楽しみました。天気
も良かったです。夜はパーティがありました。すこ

し変な人みたい
ですけど。楽し
かった。次の旅
行を楽しみにし
ています。 
そいてカルタ
について話をし
ます。今年学校
で百人一首大
会がありました。
百人一首が分か
らなかったから

かるた部と練習
しました。まず
「ちょっとめんどく 
さい」とおもいました。でもだんだんあの札が好き
になりました。大会のあとで、かるた部に入りまし
た。毎日練習があり、疲れるですが本当に楽しい
です。今全部覚えてますが、まだ早くないです。
いつも負けてしまいます。そして古い日本語だっ
てわかりません。いろんな札が好きですけど、一
番好きな札は藤原実方の札で 
「かくとだに えやはいぶきのさしもぐさ さもしら

じな もゆるおもひで」（かくとだに えやは伊吹の 

さしも草 さしも知らじな 燃ゆる思ひを）です。 


