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ようこそお客さま 

古河東ＲＣ  トミー植松様 
筑西きぬＲＣ 西村有一様 

会長挨拶         荒川洋一 会長 

 トミー植松様には昨年の 10 月に引き続き本日も卓話を

お願いして御座います。前回はユーモアのある楽しいお話

をしていただきましたが、今回はどのような卓話をしてく

ださいますか楽しみにしております。よろしくお願いして

おります。 
 今月は識字率向上月間です。タイのパストガバナー、サ

オワラッ・ラタナビッチさんが来日して日本のロータリア

ンに識字について理解してもらおうと講演をした内容が

今月のロータリーの友に記載されております。 
 下館 RC でもネパール小学校への学用品援助など識字

率向上に努めておりますが、改めて「識字ということ」を

考えさせられたところです。ぜひ、皆さんも御一読くださ

い。 
 昨日の WBC は手に汗を握る戦いでした。あっぱれ日

本！連覇おめでとう御座いました。 
 

幹事報告         中里泰久 幹事 

1. 先日、23 日、薗部会員の御尊父が御逝去されまして、

告別式が執り行われました。生花と香典を出しておき

ました。 
2. ガバナー事務所より地区大会記念ゴルフ大会のパンフ

と組み合わせ表が届いております。 
3. 真壁 RC より会報が届いております。 
4. 下館国際交流友の会より第 32 期閉講式と 21 年度総会

の案内が来ております。 
5. 先週例会時に皆様の BOX へ入れておきましたが、4 月

12 日の地区大会出欠の用紙がまだ出ていない方がお

りますので、次週例会終了時までにお願い致します。 
   4 月 12 日  午前 7 時 30 分 
   下館市民会館前出発となっております。 
 
 

 
 
 
 

ゲスト卓話        トミー植松 様 

              前回は「脳トレのためのお

もしろい話」と題しまして、

他愛もない話をお聞きいた

だいたのですが、今回はちょ

っと趣向を変えまして、日本

や日本人が外国の人たちに 
どんな風に見られているかという点に絞ってお話をさせ 
ていただきたいと存じます。 
 私は必要ありまして、東京都内で仕事をしています数カ

国の外国人にアンケートを取ったことが御座います。その

アンケートによりますと、以下のように分類できます。 
１．「日本に来て最初に受けたインパクトは？」 
＊ すべてのものが小さい。例えばコーヒーカップなど。 
＊ 韓国や中国よりも一般の人たちが英語を話さない。

例えば駅員やタクシーの運転手。 
＊ 駅の公衆便所で女性の清掃員がいること。 

２．「良い印象を受けたことは？」 
＊ デパートや店の定員が非常に親切で、英語がわから

ないときには、話せる誰かを連れて来て、会話を続

けられたこと。 
＊ 路上では若い男女は大体、英語が通じたこと。 
＊ 交番の巡査が優しく応対してくれたこと。 

３．「悪い印象は？」 
＊ 路上でつばを吐く人がいること。 
＊ 開けたドアを入ってくる人のために抑えてくれな

いこと。 
＊ 込んでいる電車でも外国人が座っていると敬遠さ

れて、誰も座らずに空席のまま空いていること。 
 「所変われば品変わる」と言われるように、その国の人

が疑問をもたないような物、人のしぐさ、マナーにも、外

国人には異常に見えたり、感じたりするものです。 
 「郷に入れば郷に従え」の教えの通り、我々もその国に

行ったら、その国の人たちに異常に思われないようにする

心掛けが必要なことを教えられる感じがします。日本国内

に住み、生活をするだけですと何の問題もありませんが、

外国に行った場合、日本以外の殆どの国でもやっているマ

ナーやエチケットには従う必要があると思われます。

本日のプログラム 

● メーキャップあれこれ 

筑西きぬＲＣ 西村 有一様 

次週のプログラム 

● ４月１２日 地区大会（土浦市民会館） 

RRoottaarryy   IInntteerrnnaatt iioonnaall   DDiissttrr iicctt   22882200

SSHHIIMMOODDAATTEE  RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  WWEEEEKKLLYY  RREEPPOORRTT  22000088～～22000099 
ＲＩ会長 李 東建 ＲＩテーマ 夢をかたちに／Make Dreams Real
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感謝と奉仕  浜野 紘嗣・増渕 文夫・正根寺 幸雄 SMILE BOX      細谷貢 委員長 
渡辺 進・大林 稔・大関 幸政 

トミー植松様  
 二度にわたるお招き、恐縮至極で御座います。実は私は 本日の合計 ￥28,000 円   累計 ￥1,270,000 円 
父の仕事のため中学に入る時に初めて日本の土を踏みま  
したが、それまでは上海、シンガポール、キャンベラで居 出席報告        諏訪哲也 委員長 
住し、日本では東京が一番長かったのですが、二十数年前 
の英字新聞記者時代には、関西にも九州にも何年かは住み 例会日 会員数 出 席 欠 席 病 欠 免 除

3/25 54 41 12 1 7 ました。数年前小山の白鷗大学に招へいされ、古河市に移 
り住みました。その古河市には骨を埋めるつもりで、東京  
の家を売り、第一中学校に面した場所に土地を買い、家を  
建てました。年はいっていますが、ロータリーではまだ新

参者です。今後ともどうぞよろしくお願い致します。 
会報委員会コーナー 

 感動します！会員のみなさん、泣かされます！ 
 西村 有一様 本日はお世話になります。久しぶりにメー

クをさせて頂きます。 「おくりびと」上映会 
 

 

荒川 洋一  トミー植松様・西村有一様ようこそいらっ

しゃいました。トミー植松様には卓話よろ

しくお願い致します。 
 
中里 泰久  トミー植松様再度の卓話ありがとう御座

います。本日もよろしくお願い致します。

西村さんようこそ。ご無沙汰しております。  
 日 付：５／１６（土）  

時 間：2 回上映  ①１４時～  ②１８時～ 新井 雅勝  トミー植松様の卓話楽しみにしています。

西村さんようこそおいで下さいました。 場 所：アクロス大ホール 
 入場料：一般 1,300 円（当日は 200 円増） 

 鈴木 光則  トミー先生のお話楽しみにしていました。

明日のローターアクトの例会は日向野さ

んの卓話です。都合のつく方は全員例会に

参加してください。 

 

アクトコーナー 

 ４月第１例会のご案内 
小林 一彦  西村さん雨の中ようこそ。   日付：４／９（木） 
   時間：１９：３０～２１：００ 
諏訪 哲也  筑西きぬ RC 西村さまようこそいらっし

ゃいました。 
  場所：アルテリオ（和室） 
  内容：茶道について 

  
アクト一同、お待ちしております。 加藤 昌美  トミー植松様卓話楽しみにしております。

筑西きぬ RC 西村さんようこそおいでく

ださいました。 
 
 

  
新井 和雄  トミー先生の来訪を記念して。  
  

 関谷 徹   今月もニューモラルを配布させて頂きま

す。  
  
永盛 宣也  所用のため早退いたします。  
  
プログラム委員会 日向野 陽・永盛 武  
       トミー植松先生の卓話を記念して。 

WBC 優勝を祝して。 
 
 

欠席の場合は、ダイヤモンドホール(TEL 28-8511)

へ午前 10 時迄に必ず電話下さい。 

 会長/荒川洋一  会長エレクト/奥沢裕二  幹事/中里泰久   会報委員長/司代隆之 副委員長/鴨志田寿夫 委員/増渕文夫、小島ゆり


