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筑西市の花　春の花　なしのはな

筑西市は日本で最も古い梨の産地のひとつ。
県の銘柄産地に指定される国内有数の産地
です。梨の白い花は、清楚で気品が漂い優
しさが感じられます。市の繁栄のシンボル
としてふさわしい花です。

筑西市の花　秋の花　コスモス

可憐でありながら、倒れても立ち上がる力
強さを持つ花です。『宇宙』という意味が
あり、市の将来性と可能性を象徴していま
す。また『調和』の意味もあり、４市町合
併で誕生した筑西市をイメージできます。

筑西市の鳥　つばめ

田植え期の田園を飛び交い、躍動感を感じ
させるその姿は、筑西市の将来像にふさわ
しい鳥です。益鳥であり、幸せを呼ぶとい
われています。軒先に巣を作る姿をよく見
かけ、親近感を感じる鳥でもあります。

筑西市の木　さくら

市内の全域に数多くの品種が植栽されており、名所も多く、広く市民
に親しまれています。
春、咲き誇る姿は美しく、存在感があり、また優しさも感じられます。

休　　　会

　　　　　　　
会 員 卓 話
　 　 薄 井 章 一 会員
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幹 事 報 告   　　  潮 田 武 彦 幹事

○３月ロータリーレート　１ドル＝110 円
○下妻ＲＣ、水戸ＲＣ、水戸西ＲＣ会報受理
○ガバナー事務所より会員増強に関するお願い
○クラブ戦略計画アンケート・決議案提出のご依頼
○the rotarian受理
○オクトンから新カタログが届きました
○中村エレクト事務所より宮田会員へ委嘱状受理

青少年奉仕委員会ＲＡＣ委員
○高橋ガバナー事務所より、新井会員の地区大

会登録委員の委嘱状・地区大会のチラシ受理
○ＩＭのお土産が届いておりますのでお帰りの

際お持ち下さい
○人参収穫体験＆ポリオ募金のご案内

　３月24日　10：30～潮田農園
　

ご 挨 拶
しもだて紫水ＲＣ会長 中村兵左衛門 様

　皆さん、こんにちは。下館ロータリークラブ
の皆さんには悪天候の中、過日の鮭放流にご参
加頂き、ありがとうございました。また、３月
末の花見例会の盛会をご祈念申し上げております。

卓　　話
筑西市国際友好協会会長 日向野 ひさ子 様

　皆様、こんにちは。只今ご紹介を頂きました
日向野でございます。
　本日は、卓話にお招きを頂きありがとうござ
います。下館ロータリークラブ様には長きに渡
りご支援ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
大山、野口、そして私の３名で出席させて頂い
ております。本来もう少し年齢が若い会員の予

前例会報告     第2868回   2019/2/27（水）

お　客　様　ようこそ下館ＲＣへ

日向野 ひさ子 様（筑西市国際友好協会会長）

大 山 洋 子 様（筑西市国際友好協会）

野 口 節 子 様（筑西市国際友好協会）

中村 兵左衛門 様（しもだて紫水ＲＣ会長）

佐 藤 世 事 様（しもだて紫水ＲＣ）

会 長 挨 拶 　　永 井 啓 一 会長

　本日のお客様を紹介します。紫水ロータリー
クラブ会長 中村兵左衛門様、紫水ロータリーク
ラブ 佐藤世事様です。筑西市国際友好協会会長 
日向野ひさ子様、筑西市国際友好協会 大山洋子
様、野口節子様です。
　外国から日本に来た人達に日本の言葉、生活
習慣等を理解できるよう支援する活動をされて
います。又、外国人の人に日本文化の理解等に
ご尽力されている日向野様に本日の卓話をお願
いしております。宜しくお願い致します。
　２月17日、ＩＭお疲れ様でした。プログラム
と記念品がありますので、ご持参願えればと思
います。母子島遊水池での２月14日（木）その
日は、天気が良くダイヤモンド筑波が見られま
した。日立から来た写真家をはじめ多くの人達
が来場され、各種イベントが催されました。
650名 が 来 ら れ た と の こ と で す。昨 年 は、
1200名でした。休日でなかったのが起因して
いるのではないかとのことです。当日は、ポリ
オと茨城国体のファイルを来場者に配り、ＲＣ
の公共イメージを図りました。連絡事項ですが、
メールボックスに入れておきましたが、３月
31日（日）母子島で10時から花見例会及びク
リーン作戦を実施します。４月21日、県民文
化センターで登録８時点鐘 9 時です。近くなり
ましたらご案内しますので宜しくお願いします。
　話は変りますが、各地でひな祭りが盛んです。
古事記を読んでいましたら、３月３日ひな祭り
のお内裏様は夫婦ではなく、男雛は須佐之男命、
女雛は天照大神で姉と弟とのことです。三人官
女と五人囃子は、誓約で生まれた須佐之男命と
天照大神の子供達に由来するそうです。来月の
ひな祭りの話をさせて頂きまして挨拶とさせて
頂きます。
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しての合格で茨城県内では未だ数人です。

　本日お配りしましたチラシをご覧いただくと
良く理解して頂けると思います。右より行事の
スナップが載っています。８月16日のハッピ
を着ての盆踊り、生徒、会員合わせて30名、
とても楽しく踊りました。９月のバーベＱ、ヒ
ロサワさんの広場で毎年行っています。宗教上、
豚等食べられない生徒もおりますのでチョット
気をつかいます。10月の会員指導による日本
の家庭料理、チラシずし、芋の煮っころがし、
貝のすまし汁、一夜漬け。11月にはバス２台
で北茨城方面へのりんご狩りです。
　生徒の友人、家族そして会員の家族とが毎年
恒例になった、このりんご狩りを楽しみにして
おります。昼食の後の温泉に沢山のりんごがポ
カリポカリと浮かび、裸のつきあいで、交流の
場となっております。腕にタトゥ（入れ墨）があ
り絆創膏を貼り入浴した外国人女性もいました。
　そして、年度末最大のイベントは３月10日
に予定している「ふれてみよう身近な異文化」。
今年はスリランカのカレーがメインですが、私
達会員も日本のカレーを作り２ヶ国のカレーが
味わえます。そして日本語教室の生徒３名の日
本語スピーチがあります。又、日本の古典芸能
を見て頂こうと詩吟と剣舞がありますので、ど
うぞ皆様方のご参加をお待ちしております。

　カレーを作って下さるスリランカ人家族は約
10年前ご夫妻二人の娘さんの４人家族で来日。
下の娘さんウデシカチャンは当時小学生でし
た。日本語教室に来た時は、とても目の大きい
可愛いお人形さんの様な女の子でした。小・中・
高校、そして専門学校へと通い、日本人と同じ
話し方をするウデシカチャン、成人した彼女と
再会した時は本当に驚きました。今は、一般企
業のパートとして働いています。正社員になる
のは、中々難しい様です。私達会員が数回ウデ
シカチャンの家に訪問し、ママさんの作ったカ
レーや他のスリランカ料理を頂き、あまりの美
味しさに今回のカレー作りを依頼してしまいま
した。様々なスパイスの入ったカレーです。

　ウデシカチャンが今住んでいる家は早期退去
を求められており、空き家は多いのですが、外
国人が隣に住むのはあまり歓迎されず、決める
のに大変な思いをしています。

　来日して10年余りも経ているのに住居を決
めるのにも難しいのが今の日本での現実です。

定でしたが、お許しください。
　本会については昨年の卓話でも申し上げまし
たが、改めて述べさせて頂きます。
　平成27年４月市の指導の下、明野、協和、
関城、そして下館の国際交流に関するボラン
ティア団体が筑西市国際友好協会として80名
により発会しました。会の最大の目的は、日本
語教室です。筑西市在住2300人の外国人が仕
事、日常生活に於いて言葉の意味が理解できな
い不安を抱えており、その不安を取り除ける様
にと、平成２年に「下館国際交流友の会」が県指
導にて発会。平成５年に会員20名が20時間の
日本語教室養成講座を受講し、下館教室を下館
アルテリオ２階にて毎週火曜日午後７時より８
時半まで開いております。年２回の修了式があ
り、今年３月26日で52回の修了式となります。
外国人生徒は35名、講師８名です。クラスはＡ、
Ｂ、Ｃと３クラスに別れ 11ヶ国、 中国、フィリ
ピン、タイ、スリランカ、パキスタン、フランス、ア
メリカ、ペルー、イタリア、ベトナム、インドネシア
です。特にベトナムからの研修生は自国で日本
語の勉強をし、テストに合格した人ですので教
え易いです。又、昨年夏に日本人と結婚した中
国人女性は、毎週ご主人の協力で熱心に出席し

成果を上げています。

　下妻からは、日本人との間の子が学校に入り
いろいろと日本語を学びたいのでと、ここ数年
頑張って通って来ます。本当に頭が下がります。
イギリス、アメリカ人はＡＬＴ（アシスタントラン
ゲージティチャー）が多く習得するのも早いです。
　オーストラリアから日本人女性と結婚し両親
の家業を手伝い、人気者になっている男性もい
ます。メニューにはナンバーが打ってあり、内
容は良く判らずとも何のトラブルもなくスムー
ズに生活が出来ている様です。
　言葉や文化の違う世界各国の外国人が毎週火
曜日の夜、日本語の勉強に熱心に通う姿には心
が打たれます。

　役員会は毎月１回金曜の日中に開いておりま
す。会員の会費は１年間で1500円で、約80
名おります。会員の中には日本語教室出身者が
数名います。
　20数年前、ロータリークラブ様の卓話を韓国
出身の蘇ヤスエさんがさせて頂きましたが、一
昨年、娘さんが宝塚音楽学校に入学、このまま
行けばタカラジェンヌとなります。難関を突破
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▼中丸　　健さん　日向野さん、卓話宜しくお
願いします。

▼新井　利平さん　筑西市国際友好協会 日向野
さんはじめ皆さん、卓話ご苦労様です。

▼岩﨑　晴男さん　日向野さん、大山さん、野
口さん、ようこそ。しもだて紫水ＲＣ 中村会

長、佐藤さん、ようこそ。

▼佐藤　　昭さん　筑西市国際友好協会 日向
野、大山、野口様、卓話宜しくお願い致します。

▼鈴木　健一さん　筑西市国際友好協会 日向野
ひさ子様、卓話宜しくお願いします。しもだ

て紫水ＲＣ中村会長、佐藤さん、ようこそ。

▼堀江　　勤さん　日向野ひさ子会長の来訪を
記念して！卓話、宜しくお願い致します。

▼宮田　憲一さん　本日はたくさんのお客様に
お出で頂き、心より感謝致します。

　日向野様の卓話を記念して。
▼内山　勝洋さん　筑西市国際友好協会 日向野

様、大山様、野口様、本日の卓話宜しくお願

い致します。しもだて紫水ＲＣ 中村会長、佐

藤様、ようこそお出で下さいました。

▼神長　宏寿さん　日向野さん、卓話宜しくお
願い致します。

▼葉　　章二さん　紫水ＲＣ 中村会長、佐藤様
の来訪を記念して。

　筑西市国際友好協会の皆様、ようこそ。日向

野様、卓話宜しくお願いします。

本日の合計　25,300 円　累計　739,300 円

出 席 報 告　    内 山 勝 洋 委員長

■メークアップ（敬称略）

２月 8日　2750 地区第11期ＲＬＩ PartⅢ　
　　　　　　神山芳子

２月 11日　2790 ＲＬＩ PartⅠ　神山芳子

２月 20日　ロータリー情報・親睦勉強会　　
　　　　　　永井啓一・新井和雄・新井利平

　　　　　　岩﨑晴男・小林一彦・木幡　浩

　　　　　　佐藤　昭・鈴木光則・関谷　徹

　　　　　　瀧田昌甫・中里泰久・早瀬浩一

　　　　　　内山勝洋・百目鬼博行

少子、高齢化が進み、多くの外国人労働力を求

めています。これから国策により多くの外国人

が来日します。まず、安定した住居、そして安

定した職場が必要です。私たちは外国人との関

わりについて今後大きな課題が山積みである事

を認識しなければなりません。そして、安心、

安全な生活を確保するには外国人との異文化を

理解し共存して行くことが大切だと私は思いま

す。以上で私の話を締めさせて閉めさせて頂き

ます。ご清聴ありがとうございました。

スマイルＢＯＸ  葉  章 二 委員長

▼情 報 委 員 会　去る２月20日開催の情報
委員会の残金です。大変有意義な筑西きぬ・

結城・下館合同情報委員会・親睦会でした。

▼永井　啓一さん　紫水ＲＣ会長 中村さま、紫
水ＲＣ佐藤様、ようこそいらっしゃいました。

　国際友好協会 日向野様、大山様、野口様、よ

うこそいらっしゃいました。卓話、宜しくお

願いします。

▼潮田　武彦さん　筑西市国際友好協会 日向野
様、大山様、野口様、本日は宜しくお願いし

ます。しもだて紫水 中村会長、佐藤様、よう

こそ下館ＲＣへ。

▼関谷　　徹さん　しもだて紫水ＲＣの中村会
長、佐藤さんの来訪を記念して。

　国際友好協会の皆様、ご苦労様です。

▼加藤　昌美さん　国際友好協会 日向野さん、
大山さん、野口さん、卓話宜しくお願い致し

ます。しもだて紫水ＲＣ 中村会長、佐藤さん、

ようこそお出で下さいました。

▼小林　一彦さん　日向野ひさ子さん、ご同行
方、ようこそお出で下さいました。卓話、宜

しくお願い致します。

　しもだて紫水ＲＣ 中村会長、佐藤さん、よう

こそ。ゆっくり楽しんで行ってください。

▼中里　泰久さん　日向野ひさ子会長、大山様、
野口様、ようこそ！

　中村紫水ＲＣ会長、佐藤さん、ようこそ！

▼神山　芳子さん　ロータリーの友３月号に友
人のクラブが掲載されています。「クラブを

訪ねて」是非お読み下さい。

　日向野様、大山様、野口様、中村会長、佐藤

会員、皆様ようこそいらして下さいました。

免除

1

病欠

1

欠席数

9

出席数

20

会員数

31


