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てきました。
・�昨年春、天橋立の神社のイベントでくじ引きで大当たりし、天橋
立の籠神社と真名井神社の使者として宮崎県高千穂の神社へ出向
いてお水取りをする役割をお引き受けしました。3つの神社の水を
合わせる水合せの儀式は、結婚式の「水合せ」にも引き継がれて
いる古くからある儀式です。昨年9月に無事重要なお役目を果たす
ことができ、以来私の運も更に開けてきたように感じられ、当ク
ラブに参加させていただく決断もついたのでした。

・�私のモットーは、会社は小さくて2流でもいいけども、人間は一流
として深くありたいというものです。そのために年はとっていま
すが、これから当クラブでもどんどん奉仕でお役目を果たしてい
きたいと祈念しております。

⑵ 服部 今日子 会員
・�私は13年前乳がんにかかり、子どもの成長も見届けられないと泣
いて落ち込んでいましたが、そのころ尼崎脱線事故で大勢の人が
亡くなる事故があり、職場に普通に出かけただけで脱線事故で元
の生活に戻れなくなってしまった方々もいらっしゃるのに、私は
まだ生きているのだからそれだけで十分幸せじゃないかと考えら
れるようになりました。

・�私はニュースが好きで、ワールドニュースもよく見ています。
　�　南北会談、米朝会談などがすすみ、核のない世界になっていく
のか見守っていかなければと思っております。

・�私は靖国神社に行ったことがなく、近く行ってみたいと思ってい
ます。境内には日清日露から太平洋戦争までいろいろな戦争の資
料が展示されているそうです。
　�　特攻学徒の最後の手紙とかプロ野球選手だった沢村投手の写真
などの展示も見てみたいと思っています。
　�　終戦記念日8月15日のインタビューでも最近の若い人は何の日
かわからないとの答が多くあります。学校ではそのあたりを飛ば
してしまい教えていないようなので、人生の先輩の義務としてしっ
かり伝えていかなければと思っております。

⑶ 宇野 悟史 会員
・�私の幼少時から父は海外出張が多く、自宅で海外のお客様と食事
をすることも多かったので、小さいころから海外に興味を持って
いました。

・�高校時代は英国へ留学させてもらいました。最初中級レベルのク
ラスへ編入しましたが、ディスカッション方式の授業が多く英語
力が低くつい尻込みしてしまうのですぐ初級クラスへ変更しても
らいました。夏休みはスウェーデンに旅行したりして、発音が少々
間違っていても勇気をもって話し掛け目標に向かって進んでいく
大切さを覚えました。

・�大学時代の4年間はアルバイト中心で、その給料で海外をあちこち
廻っていました。

・�大学卒業後は建築資材の輸入会社で5年間貿易実務を学びました。
・�2006年、父の会社が中国に進出したのですが、なかなか前にすす
まないので、私が出向くことになりました。最初の1年間は語学学
校へ通い中国語で苦労しました。中国語では「買う」と「売る」
は発音記号は非常に似通っているのですが、イントネーションが
真逆で使い分けるようになっており、外国人にはとても難しいと
思います。

・�又、中国で会社を運営するには、中国人のメンタリティとして、
長く共産党独裁社会が続いたり、人口が多く、企業が生産効率を
考えてこなかったり、又労働者が仕事を他人に取られたくないと
いう意識を持っていたりなどから、与えられた仕事しかしない傾
向にあることに注意する必要があります。担当が決っていても広
い範囲で協力体制を取れる日本人とは大きな違いがあります。
　�　又、中国人はすぐ給料を見せ合い、少し違いがあるとすぐ文句
を言ってくる性向があるので、日々目標を明確にして評価を明ら
かにしていることが重要になります。

・�一昨年に当社は大連市に新規工場を建てましたので、現在日々奮
闘しているところです。
　�　今後ともよろしくお願い致します。� （要約文責　宮下）

幹事報告（時枝紀子副幹事代行）
・�本日の配布物は、週報・次年度組織表（新版）・2018年度グアム国
際大会アンケートの3点です。

・�アニメ上映会が5月13日（日）に迫りましたが、協力会員がまだ
少ないので、後ほど奉仕プログラム委員長からご協力のお願いが
あるのでよろしくお願い致します。

椎野会長エレクト報告
・�本日組織表の不足訂正分を補充した新版を配布致しますので、次
年度の役員の皆様よろしくお願い致します。

・�先日地区の研修協議会でお話を伺ってきました。とても有意義な
内容でしたので次年度に生かしたいと思っています。

・�2018年度のグアム国際大会について本日アンケートを配布致しま
したので、ご回答をよろしくお願い致します。

奉仕プロジェクト委員会報告（福元智子奉仕プロジェクト委員長）
　当クラブの重要な奉仕活動の1つであるアニメ上映会が5月13日
（日）に決まり、準備をすすめておりますが、当クラブの協力会員が
まだ5,6名のみで少ないので、若い方、子連れでもよいので参加をお
待ちしています。事務局へご連絡下さい。

移動例会旅行報告（大盛敬子会員組織委員長）
　4月8日9日の旅行の写真を福元会員がこんなに立派な冊子にして
下さいました。ありがとうございます（冊子をかざして披露）。

イニシエーションスピーチ
⑴ 三木 慶子 会員
・�私の会社、阪久カッター株式会社は小さい会社ですが、取引先は
全国にあり、親の代から数えて50周年になります。私の生まれは
大阪浪花のど真ん中で、母は会社を3つ経営するやり手で、20歳
代で家を3つも建てた逸話の持ち主です。その後母が病気で亡くな
り、私が30歳代で子どもも小さいときに会社を継いだのです。
　�　携帯電話でやり取りして夢中で会社を切り盛りしているうちに、
本当に耳にたこができてしまいました。
　�　紆余曲折を経て、最近はやっと会社の業績も上り、余裕が出来

３名のイニシェーションスピーチ
後の会長を囲んで

新会員オリエンテーション終了時
に石川副会長とご一緒に

にこにこ合計16,000円 /今期累計762,180円

野呂洋子直前会長� 倉敷の大原美術館に週末に行って参りました。大原
あかね理事長と2日間御一緒して楽しい週末でした。

石 川 和 子 会 員� 先々週の親睦旅行楽しませていただきました。往きのバスの
中から大盛り上がり……　お食事もおいしく、サントリーの白
州工場での試飲したウィスキーは格別でした。大盛さんの
コーディネートすばらしかったです。ありがとうございました。

大澤すずみ会員� 昨日命のランドセルのアプリがリリースされました。本日
お客様の中谷さんにもお越し頂き、とても嬉しいのでニ
コニコします。

大 盛 敬 子 会 員� 4月8日、9日の親睦旅行は大変充実し、皆様のおかげ
でとても楽しい旅行になりました。有難うございました!

小沼百合子会員� 4月生まれのバースデーパイケーキ、とてもおいしく、うれ
しく頂きました。ありがとうございます。

曽 根 章 乃 会 員� 姫路に行ってきました。白かべも2,3年たち、いい色合
いになりました。

辻 喜 代 子 会 員� 2020年オリンピック、6000人の選手の料理長は帝国
ホテル田中健一郎様です。やはり選手は塩分の濃い
ものを好むそうです!

卓話　「腸内フローラについて（仮）」
　　　AUB株式会社　代表取締役社長　鈴木 啓太 様

出席率 56.36% （出席者29名＋メーキャップ2名／正会員58名-休会3名）

例会報告  第700回  2018年4月23日（月）

本日の例会  第702回  2018年5月14日（月）



宮下文夫・小堀　彰・落合守征・左明貴子 
上田美帆・吉田しおり・小磯優子・野村順子

クラブ週報
編 集 担 当

にこにこ合計23,000円 /今期累計785,180円

伴
（東京港南マリーンRC）

よし 子 幹 事� 皆様よろしくお願いします。� �

秋 葉 良 子 会 長� 今日はたくさんのメーキャップにおいで頂きうれしく思い
ます。又、新会員のご紹介も出来、益々友好の場が広
げられればと願っております。

富 田 洋 平 幹 事� 5月5日に次男の初節句を終え、家族皆で写真をとりま
した。次男の顔が長男にも、私の子供の時にも、妻の
おじいちゃんにも似ていて、血のつながりの凄さを感じ
ました。子供達のこれからにニコニコします。

石 川 和 子 会 員� 大型連休いかがお過ごしになりましたか…�まだまだ
連休ボケもありますが、皆様のステキな笑顔でがんば
りましょう。

岡 田 敏 江 会 員� やなぎ様　張さん　本日はありがとうございます。お話
し楽しみにしております。

後 藤 啓 二 会 員� いつもありがとうございます。
辻 喜 代 子 会 員� 本日はお誕生祝ありがとうございます。この世に生まれ

ました事両親に感謝します。いよいよ後期高齢者。お
れおれ詐欺にだまされないよう気をつけます!

時 枝 紀 子 会 員� 気持ちの良い季節です。さわやかな気持ちで、久々
の例会に参加させて頂きます。

村 松 　 南 会 員� 橿原神宮（かしはらじんぐう）で献華祭（けんかさい）
を致しました。献華後内拝殿上空を神風が吹き光が
差しました。参列された皆さまが体験出来ましたことに
感謝致します。

出席率 56.36% （出席者27名＋メーキャップ4名／正会員58名-休会3名）

例会報告  第701回  2018年5月7日（月）

理事会だより
本日の議題
・�退会受理1名（金子律子会員）、新会員面接1名
・�事務局電気配線費負担3万円（承認）
・�親睦旅行等公式行事のクラブ主体資料保存と費用立替（決議）
・�「ネパール学校創設プロジェクト」協賛（審議継続）
・�ファイヤーサイドミーティング（今年度最終）6月19日（火）決定
・�次年度方針と計画等（了承）

入会式　佐藤幸子 新会員
　秋葉良子会長から会員証とバッヂが
授与されました。
（自己紹介）
　私は女子美大卒業後赤坂東急美術部
に配属されていましたが、その後パリ
に留学し、現在の夫と出会い、そのま
まパリに居続けました。その後青山骨董通りにお店を出し、4年前か
ら帝国ホテルタワー4階にお店を構え、年数回パリに仕入れに出向い
ています。35年パリ住まいですので、日本では浦島太郎のように感
じます。残りの人生を皆様のお役にたてればと祈念しております。

幹事報告（富田洋平幹事）
・�本日の配布物（ニューモラル、職場の教養、ロータリーの友）
・�2019年度グアム地区大会のアンケート
・�再来週5月21日（月）例会後に本年度最終クラブ協議会が開かれま
すので、ご出席お願い致します。

・�育成園アニメ上映会が5月13日（日）午前10時00分から開かれます。
子どもさんを連れて参加できますので、お楽しみ下さい。

・�スペシャルオリンピックス活動への協賛について感謝状をいただ
きましたのでご報告致します。

5月のハッピーバースデイ
　椎野登貴子会長エレクト（2日生れ）、上野由美会員（14日生れ）、
辻喜代子会員（28日生れ）、早川和志会員（10日生れ）

2750地区インターシップ委員長のお誘い（東京港南マリーンRC幹事　
伴よし子様）
6月14日（木）午後3時20分から地区インターシップイベントとし
て東京都庁を訪問いたします。一般の見学では入れないエリアも紹
介して下さる予定です。参加費1,000円ですが、素晴らしい体験とな
りますので是非参加下さい。追ってガバナー事務所から参加申込書
をお送りいたします。

2019年グアム地区大会のお誘い（石原忠始次年度幹事）
　次年度は10年に一度のグアム大会の年（2月22日･23日）です。�
本日参加についてのアンケートをお配りしましたので、締め切りが�
5月15日（火）までと迫っておりますが、参加回答（裏面に参加内容
アンケート）をよろしくお願い致します。

入会希望者挨拶（岩本エマ様）
　私は今JC会員ですが、そろそろ卒業予定なので、奉仕活動として
祖父が長く携わっていたロータリークラブに子どものころから興味
があり、本日のゲスト参加となりました。現在は日本で認定子供園
を経営しており、ハーフでこんな外見ですが日本語大丈夫ですから
交流をよろしくお願い致します。

卓話「日本語教師になるには」
米山記念奨学生　��張　季媛�様

・�私は中国の東北地方（旧満州地域）の下の方に
ある遼寧省で父母と私の3人家族で育ちました。
私がこどものころは、一人っ子政策で廻りの友
達もほとんど子供一人の3人家族でした。

・�東北地方は日本に縁が深いのでこどものころから日本文化に興味
を持ち、大連外国語大学で日本語を勉強するようになり、日本の
東北大学の大学院に留学し、現在は東京外語大の日本語学科博士
課程に在学中で、文法研究（特に接続助詞を用いた中途終了型発
話文）をしています。大連外国語大学の寮では4人から8人が同室
で学び、日本語・書道なども研究しました。

・�日本語教師に必要な知識は、日本語学の知識と教育学の知識と考
えています。

　�　私は、「接続助詞を用いた中途終了型発話文」の研究で博士号を
取ることを目標として努力中で、将来中国で日本語の大学教員に
なりたいと思っています。
　�　中国語には接続助詞というものはなく、接続助詞を接続目的で
ない使い方をして従属節として終わらせて、種々のニュアンスを
伝える日本語はとてもユニークと思い、研究しています。

・�教育法としては、教授法研究とそのための実践としての教育実習
の経験を重視すべきと思います。私は日本語教師の実践として、
本年3月4日から3月17日まで国際交流基金のプロジェクトにより、
上海外国語大学の日本語教師の教育実習の経験を持つことができ
ました。
　�　ここの学生のレベルはとても高く、学生による日本語による発
表会（6分間）を行いましたが、とても熱心に取り組んでくれまし
た。日本語のオノマトペ（擬声語）や、日本のドラマ（「社会問題、
法医学者のドラマ、女性の地位」）を題材に学生が分析や意見を述
べ合う教育実習でした。

・�日本語教育の内容構成は、「本文-新出単語-文法・連語の学習-会
話-練習問題」となっています。一クラスは20名位ですが、熱心
な学生が多く質問も多岐にわたり私も調べに追われました。

・�日本語指導法として注意していたことは、
　　授業の進度を守ること
　　内容理解を中心とすること�―�中国語で確認
　　例文を難しくする�―�文学作品からの引用など
　　コロケーション（自然な連結語句）を考えて単語文法を説明
　などです。
・�上海外国語大学の教育実習から見た中国人学生の特長は、
　　レベルが高い
　　ほぼすべての学生がオリジナル文を作れる
　　日本語での応答・まとめができる。
　　休憩時間も質問する学生が多い。
　　経済・経営・国際関係も履修
　　毎回多くの知識を盛り込んだ授業が期待されている。
　などです。
・�今回5年振りに教育実習のために中国へ戻って感じたのは、社会生
活上の支払決済が「アリペイ」や「ウェイチャットペイ」でほと
んど行われるようになっており、これがないと生活がとても不便
であり、スマホにアプリ（app）を入れていないと乗り物に乗った
り生活をするにもとても不便になっていたことです。
� （要約文責宮下）


