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☆歌唱「我等の生業」     

☆黙祷 小川譲次名誉会員 平成２２年１１月６日午後４時１５分御逝去 享年８８歳 

☆会長挨拶    ☆幹事報告    ☆卓話：ゲストスピーカー 久留 聰子様（財団学友） 

RI 2780      茅ヶ崎ロータリークラブ週報  

                      

第 51 代会長 河本啓伸 
第 51 代幹事 横山宏実 

1960   8  10 

2010 年 11 月 11 日（木） 第２４６２回例会 天候：晴れ 司会：出口敬純副幹事 No. 19 

＝本日の例会行事＝ 

年 月 日創立 

地区 

地域を育み、大陸をつなぐ 

創立５０周年を祝おう 2010～2011 年度 

◎ゲスト・ビジター紹介 

久留聰子様（ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ・財団学友）  

劉 艶 明さん(米山奨学生） 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より  

＊ＲＩ規定審議会情報説明会の案内 ・11/22(月) 14：30～

17：00 ・藤沢産業ｾﾝﾀｰ 8F『情報ラウンジ』 

＊ＲＩ規定審議会情報説明会アンケートの依頼 

＊国際奉仕セミナー開催の案内 ・12/6(月) 15：30～18：

00 ・藤沢産業ｾﾝﾀｰ 8F『情報ラウンジ』 

＊「新会員の集い」に向けてアンケートの依頼 回答期限：

11/26(金) 

＊奄美地方豪雨災害義捐金のお願い 送金締切日：

11/18(木) 

＊ローターアクト地区研修会へ出席の依頼 

 ・12/4(土) 開会式･･･13：30 ・葉山町福祉文化会館 大

会議室 ・登録料：1,000 円 登録〆切：11/27(土) 

＊2011～12 年度ガバナー補佐・ｵﾝﾂｰﾊﾞﾝｺｸ国際大会委

員会委員 就任委嘱の件・・・成田栄二君 

◇台北西北区扶輪社より 小川譲次名誉会員ご逝去への

弔辞 

◇茅ケ崎市長より 書籍寄附への礼状 

◇川上音二郎・川上貞奴を顕彰する会より 設立総会案内  

・11/15(月) ・18：30 より ・茅ケ崎市勤労市民会館 6 階 

Ａ研修室 

◇野口聡一さんを励まし、宇宙への夢を青少年・市民ととも

に育む会’09 より 第 6 回会議の開催について 

 ・11/22(月) 9：30～10：30 ・茅ケ崎市本庁舎７階研修室 

◇タウンニュース 

◎例会変更    

☆秦野名水 11/25(木) ⇒ 11/30(火)～12/1(水) （友好クラ

ブ古河東ＲＣへ訪問） 

◎会報 着  茅ケ崎湘南 

◎委員会報告 

記念誌委員会［加茂委員長］：本日５時よりつばめグリルにて

編集会議を実施致します。 

親睦委員会［岡本委員長］：本日、例会終了後にクリスマス家

族会の打合せを実施致します。 

山本会員：５０周年観光の際の焼物が出来上がりましたので、

お持ちしました。 

＜茅ヶ崎ロータリークラブ＞第 21 代会長：小川譲次 幹事：

三橋角太郎 会員数：６９名 年間出席率：99.85％ スマイ

ル：2,518,270 円 ※創立２０周年記念式典［箱根プリンスホ

テル］、クラブ史［２０周年記念誌］編纂（石坂圭二会員が責

任者。座談会なども掲載）＜ＲＩ＞ロルフ J.クラリッヒ（フィ

ンランド・ヘルシンキ・ヘルシンフォルスＲＣ）TAKE TIME 
TO SERVE 時間を捧げよう 奉仕のために ＜国内での出来

事＞【社会的出来事】大平正芳総理大臣が任期中に死去。衆参

同日選挙に自民党圧勝。弔い合戦と呼ばれた。山口百恵、引退。

【新製品】ルービックキューブ、ウォシュレット【流行語】赤

信号みんなで渡れば恐くない、竹の子族【ヒット曲】大阪しぐ

れ、雨の慕情、TOKIO、ダンシングオールナイト、昴【スポ

ーツ】レークプラシッド冬季五輪でアメリカのエリク・ハイデ

ンがスピードスケート五冠王。夏の高校野球、横浜が早実を破

り優勝（早実・荒木大輔が一躍スターに）、のちに横浜高校に

進んで春夏連覇する松坂大輔はこの時の荒木の活躍による命

名で「松坂世代」のトップランナーに。モスクワ五輪ボイコッ

ト【海外】ジョン・レノン射殺される 

◎会長挨拶 ～５０年を振り返る ― 1980 年～ 
小川名誉会員を追悼して 



 
 
◎出席報告  成田栄二会員 

日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 
１１／１１ ２４６２ ３５ ２９+６ ２９ １ ５ ８５．７１％  

１０／２８ ２４６０ ３６ ２９+４ ２４ ２＋１ ６ ７８．７９％ ８１．８２％ 

 

卓話は当クラブホームページからお聴きになることが可能です 

◎スマイル報告 杉本行廣会員 

平井 茂君 小川先生を悼んで。「冬銀河 旅のかたへ

に 聴診器」俳句いろいろ教えられました。 
河本啓伸君＆横山宏実君 ゲストスピーカーの久留様、

本日は卓話をよろしくお願いします。劉さんようこそ。

小川先生．．．寂しいです。さようなら。さようなら。 
加藤 寛君 久留さん、劉さんようこそ。勉強頑張って。 
田中賢三君 劉艶明さんこんにちは。本日早退致します。 
出口敬純君 劉さんようこそ。久留さん卓話楽しみです。

小川名誉会員のご冥福をお祈りします。 
伊藤留治君 劉さん、ナツメごちそうさま。 
岩澤 正君 裾日暮れ 尾根は夕日の 鞍馬かな 彼の

漲れる遺句、合掌 
加茂正司君 学友の久留さん、米山の劉さん、ようこそ

いらっしゃいました。 
粂 仁夫君 ゲストスピーカー久留聡子様、卓話楽しみ

です。ゲスト劉艶明さん、いらっしゃい。 
小澤耕一君 久留さん、劉さん、ようこそ！久留さんの

卓話楽しみです。 
下里洋一君 財団学友の久留さん、ようこそ。卓話を楽

しみにしています。米山の劉さん、ようこそ。なつめ、

ごちそうさまです。小川名誉会員のご冥福を祈ります。 
山本幸一君 お客様ようこそ。先週末、会津に。今週初

め、山梨県下部温泉に行って来ました。紅葉は２週間遅

れということで、綺麗でした。 
杉本行廣君 先週は金婚記念旅行で南九州へ行ってまい

りました。新婚旅行の跡をたどったつもりですが、５０

年前の面影はありませんでした。 
［本日 14 件、21,000 円でした］ 
 

１２／２２クリスマス家族例会のオークション用の品を是非例会時にご持参ください［親睦委員会より］ 

卓話：留学の意義 

ゲストスピーカー・久留聡子様（財団学友） 

【卓話概要】 
 大学のゼミのライバルだと思っていた同級生がロータ

リー財団の奨学生に選ばれたと晴れ晴れとした表情で発

表したことが刺激となって、「留学なんて無理だ」と思っ

ていましたが、頑張ってみようと思うようになりました。 
 当時は英語のサイトしかなく、調べるのが大変でした

が、奨学金をもらうということは恐いことでもあると思

い、いろいろな奨学金について調べてみました。最終的

に「職業奉仕の理念」「ポリオ撲滅」といった点に惹かれ

てロータリーの奨学金試験を受けることにしました。 
 試験内容も自分が訊いてもらいたいことを訊いて下さ

って、緊張する私をリラックスさせて頂き、感激しまし

た。「もう一度、ロータリアンの方にお話を聞いてもらい

たい」という一心から、最終面接まであっと言う間に行

き、どうにか運よく奨学生になれました。 
 フランスのツールという所で語学研修をすることにな

って、2000 年８月 31 日にパリに到着し、電車に乗って

いる時に喝上げに遭って、お金を全て取られてしまいま

した。それをホストの方が取り返してくれて、恐かった

り、ロータリーの方が頼もしかったりするうち、9.11 の

テロ事件が起きました。当初は日本がやったという報が

流れ、同じホスト先のイラク人から「よくアメリカ人を

殺してくれた」と言われました。自分は国際親善大使と

して留学しているんだ、ということを考えさせられる幕

開けでした。 
 10 月になって学校が始まりましたが、また事件があり

ました。フランス語教授法というのは元来フランス人が

やるもので、学長に初めて会った時に「これは何かの間

違いだ。君についてこられる授業じゃないよ」と言われ

て入学許可書を破られそうになりました。皆の支援を受

けてここまで来たのに、と思い、飛びついて阻止しまし

た。また、語学学校で 100 時間の実習を積まねばならな

かったのですが、外国人である私を無償であっても講師

として使ってくれるところはなく、途方に暮れました。

しかし、思い直して「外国人でフランス語習得に苦労し

たことを強みにしよう」と売り込みました。どうにかや

らせてもらえることになり、大学の授業もあったため、

大変忙しい留学生活となりましたが、何とかやり遂げま

した。フランスではこちらから言わないと何もしてくれ

ず、日本人には辛い国で、留学生がノイローゼになる率

がナンバーワンだそうです。しかし、財団奨学生として

留学させて頂き、引っ込み思案だった自分が人前で話す

機会を与えてもらったお陰で自信がつきましたし、ロー

タリーの方に認めてもらったんだから、私も捨てたもの

じゃないと思えるようにもなりました。これからもロー

タリーと一生のお付き合いが出来ればと願います。 
米山奨学生・劉艶明さんがなつ

めを持ってきてくれました 

プロフィール 
ひさどめさとこ。鎌倉西ＲＣ（現

鎌倉ＲＣ）の推薦により、フラン

スのツール大学へ 2000～2001 年

に留学。専攻はフランス語教授法 


