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世界へのプレゼントになろう

11月5日　卓話
　　　　　遠山　正博様
11月12日　地区大会に振替
　　　　　（日時・例会場変更）
11月19日　会員卓話
　　　　　斎藤　修弘会員
11月25日　上尾西R・上尾北R
　　　　　合同例会（日程変更）

　皆さん、こんばんは。本日も、ご出席ありがとうございます。
　島村江里香さん、ようこそお出で頂きありがとうございます。後程
帰国報告よろしくお願いします。米山奨学生の周君ようこそ。
　今週は、10月16日に第5グループの会長幹事会がありました。藤村
幹事と出席しました。10月18日には、上尾市スポーツ少年団創立50周
年記念スポーツ・レクリエーションフェスティバルが上尾運動公園で
あり、出席しました。島村パスト会長は、後援会会長として出席され
ました。野球、サッカーなどのたくさんの競技の子供たちのはつらつ
とした姿を見ることが出来ました。10月24日の午前7時半から「世界
ポリオデー：歴史に1ページを刻もう」ライブ中継があります。ぜひご
覧下さい。
　さて、皆さん10月21日午後4時29分は映画「バック・トウ・ザ・フ
ューチャー2」で主人公のマーティがタイムトリップした世界です。映
画は1989年に公開されマイケル・Ｊ・フォックス主演のＳＦ映画です。
主人公マーティが友人の科学者ドクとスーパーカーのタイムマシン「
デロリアン」に乗り、1985年から30年後の2015年にたどり着く物語
です。昨日は、「デロリアン」が越谷市のレイクタウンに展示されま
した。映画の中の未来の世界と現実との比較が話題となっています。
朝日新聞の記事などから調べてみました。
　まず、「デロリアン」ですが映画ではゴミを燃料としています。古
着をエタノール燃料にして走ることが出来ます。宙に浮くホーバーボ
ードは、最近はトヨタの宣伝で登場しています。実際は、事前に設置
された磁石のレールの上を浮くことが出来るしくみだそうです。実用
化は、もう少し時間がかかるようです。犬の散歩に利用される小型無
人機。写真撮影などに使われるドローンがあります。寄付のために、
使われた板状の電子デバイス。タブレット端末。親指の指紋で家のド
アを開けるシステム。指紋認証システム。足に自動的にフィットし、
足を入れただけで自動でひもが締まる靴。開発中。テレビ電話。スカ
イプなど映像を通じた電話。大画面の薄型テレビでのテレビ会議も実
現しています。ただし、インターネットの使用が考えられていなかっ
たため、ファックスが映画の中で使用されています。空を飛べる自動
車。翼を格納できる自動車は、開発されています垂直離陸ができるも
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例会日　毎週木曜日　12：30～13：30
例会場　東武バンケットホール４F（ポリアス）
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出席　　会員数　　３8　　　出席数　　26
欠席　　欠席数　　 12　　　（％）　 68.42

前々回確定　　　　　　　　　欠席数 　  2
修正（％）　 　   94.59 　　   （Ｍ・Ｕ）     13

出席率

家はショッピングモールまで約10分ほどだったので放
課後や週末は殆どショッピングモールに行っていました。
　私はホストファミリーごとに別の市に住んでいました。
はじめはビエラ市、次はメリットアイランド市、最後はメ
ルボルン市です。通っていたヴィエラ・ハイスクールは創
立して10年も経っていなかったのですが、生徒は
3,000人を超す大きな学校でした。アメリカの学校はホ
ームルームやクラスルームがないので、日本の体育祭や
文化祭といった行事はないのですけれど、ホームカミン
グなどの生徒のほとんどが参加するパーティーがありま
した。私は友達と一緒にホームカミングに行きました。過
ごしていくうちに友達がどんどん増えて学校に行くのが
楽しみになりました。はじめて友達になったのはアンジ
ェラという子で、週末や放課後、一緒にビーチや映画な
ど遊びに行きました。私が帰国する最後の日も、飛行機
は朝早かったのですが、６時にドーナツ屋さんに集まっ
て食事をして嬉しかったです。
　ロータリーでは「ロックレッジロータリークラブ」さん
にホストしていただきました。アメリカのロータリークラ
ブでは、例会が始まる前に受付でくじを１枚１ドルで販
売していて、例会後の抽選で全額を貰えると言う宝くじ
のようなシステムがありました。私は月１回出席してプレ
ゼンテーションも行いました。ロックレッジロータリーク
ラブには20代のロータリアンが６～７人いて、それは珍
しいことのようです。フロリダ州の全体では留学生が85
人と多かったです。ロータリーの行事では８月にオリエ
ンテーションがあり、12月にはディズニーワールドの４
つのパークを回る旅行があり、１月にはキーウェストに
行ってキャンプもしました。いろいろな国の友達もできま
した。地区の6930地区にはスウェーデン、イタリア、フラ
ンス、ポーランド、ブラジル、台湾と、私を含めて８人の留
学生がいて、みんな仲が良く、一緒に外泊もしました。　
　最後に私は留学して本当に良かったと思っています。
日本にいるだけでは経験できないことを高校生のうちに
体験でき、今までより視野が広がったからです。また留
学前は人の意見に流されていることが多かったのです
が、帰国してからは自分の意見を言えるようになりまし
た。留学は楽しいものでしたが、もちろん辛いこともあり
ました。それらを自分の力で乗り越えたからこそ、成長で

きたのだと思います。私にとってとても大きな経験となっ
た留学の機会を与えてくださった上尾ロータリークラブ
の皆さん、青少年交換委員会の皆さん、青少年交換学
友の皆さん、留学させていただいた家族・友達、すべて
の皆さんに感謝しています。ありがとうございました。

地区　青少年交換委員会　大塚崇行委員
　江里香さん、おかえりな
さい、１年間お疲れ様でし
た。私は昨年青少年交換委
員会委員長を務めましたが
委員長の前に幹事、その前
に会計をしました。江里香
さんが行かれた時には委員長でしたし、幹事の時には
派遣候補生として１年間の教育をさせていただいたの
で、２年間にわたって江里香さんと深くかかわらせてい
ただいたので、自分の子供たちが留学してきたような気
持ちの１年でした。帰国してからの皆さんのスピーチを
聞いていたら１年間での成長はすごいなと感じました。
人前でスピーチをするにあたり、３つの極意を授けまし
た。まず大きな声ではっきりと、次は腹を据える、最後は
口角を上げる、です。この間のスピーチを聞いたら、帰国
報告の学生はこれができていて、涙ぐんでしまうくらい
嬉しかったです。

AGEO ROTARY CLUB

幹　事　報　告
藤村　作幹事

結婚・誕生祝い

ビジターゲストあいさつ

お誕生日　おめでとうございます！

のはまだありません。空中高速道路も予測されてい
ますが、実現はまだ難しいと思われます。秒単位の
天気予報。気象庁が1時間先までの5分ごとの降雨の
予報をしています。3Ｄホログラム。現実に使用さ
れています。未来飲料ペプシコパーフェクト。ペプ
シコが限定で販売します。新聞記事で「東京の株価
が上昇」の見出しがあります。映画が出来た1989
年は日本はバブルの最中で、そのような記事が載せ
られていました。大リーグワールドシリーズの優勝
はシカゴカブス。現在行われているプレーオフに出
場中で、映画の通り1908年以降優勝から遠ざかっ
たままですが、現在3連敗中となかなか実現は難し
いようです。また、新聞記事の中では、大統領は女
性となっていますが実現していません。
　この様に、30年後の世界は実現したものが多く見
られます。この映画を観た時に感じた未来が、今身
近なところで普通に使用されています。これからの
30年、「バック・トウ・ザ・フューチャー」のⅣや
Ⅴが観てみたい気がします。
以上を持ちました、会長挨拶とさせて頂きます。

◆16日（金）に会長・幹事
会がありました。内容を少
々お話しします。MyRo-
taryの登録について、でき
るだけ登録してくださいと
いうことで、会員の半分以
上を目標にがんばっていただきたいとのことです。代理
登録もＯＫということです。
◆認知症サポーターの講座について、地区でもほとん
どすべてが実行する予定です。当クラブでも１２月に受
講予定となっています。それに関連して地区大会の日曜
日は認知症に関する一般向け講座があります。よろしく
お願いいたします。
◆25日（日）はロータリーフェスタが浦和駅東口、パルコ
前で行われます。10:00～17:00でいろいろなイベント
がありますのでぜひよろしくお願いいたします。
◆ソウルの国際大会ですが、親睦旅行で行くクラブもい
くつかあるようです。5/28にはガバナーナイトも行われ
ます。ぜひ参加のほどお願いいたします。
◆ポリオ撲滅で先日ペットボトルキャップ回収ＢＯＸの
ステッカーをお見せしましたが、そこに貼るポスターも

親睦活動委員会　宇多村海児委員長

委員長報告

米山記念奨学生　　周　彬　君
　いつもお世話になってい
る島村さんとお嬢さんがい
て、同じ留学生として心強
く思います。就職活動では
二次面接が通り、今週末に
は三次面接が予定されて
います。よい報告ができるよう努めたいと思います。

できました。今日早速、上尾高校のインターアクト部にＢ
ＯＸを置いてきました。そうしたら２年分のキャップを大
量に頂きました。ＢＯＸは上尾市内に広めていきたく、皆
さんにご協力をお願いすることになると思いますのでよ
ろしくお願いいたします。

　例会の後に懇親会を開
催したいと思います。どうぞ
よろしくお願いいたします。
また本年は例会場から近
い場所で懇親会場の推薦
がありましたらご紹介いた
だきたくお願いいたします

AGEO ROTARY CLUB

結婚記念日　おめでとうございます！

2014-2015年度　青少年交換留学生　島村江里香様

齋藤　重美会員 例会主題　帰国報告　
　７１歳のお祝いをしていただきありがとうございまし
た。今日は愛犬についてお話ししたいと思います。2月11
日、震災のちょうど１カ月前に生まれました。娘のところ
で柴犬が３頭いて、うちで１頭引き取りました。今年で４
年半を過ごして、縁あってうちに来て、私のこれからの
健康を支えてくれるのではないかなと思っています。散
歩では島村さんや大塚パストガバナーと会ったりしまし
た。鴨川のコースを愛犬とどれだけ一緒に散歩できるか
これからも健康を維持していきたいと思います。本日は
お祝いいただきありがとうございました。
関口　和夫会長

　誕生祝い、ありがとうございます。齋藤重美会員と10
歳違って私は61歳になります。先日富永パスト会長のテ
ニスクラブでプレイしたのですが自分の足が遅くなって
いることに不安を感じました。以前卓話に来ていただい
た元全日本ランク１位の名黒さんともプレイしてみて、あ
ちらも年齢を重ねていくのでもう少ししたら勝てそうだ
なと思いながら１回も勝てませんでした。会長年度、一
生懸命やらせていただきますので引き続きよろしくお願
いいたします。

大塚　信郎会員
　10月9日に結婚し、今年
で39回目の結婚祝いを迎
えました。30回を過ぎた頃
から結婚記念日という感覚
はなく、お祝いの花束も職
場に届けていただいたので
昼休みに自宅に持って帰らせていただきました。お互い
が空気のような存在で、「お互い長生きしようね」と毎晩
２人で晩酌をしています。今日も早く帰って２人で呑もう
と思っています。お祝いいただきありがとうございました。

大木　保司会員
　私は10月10日に結婚し
ました。理由は晴れの特異
日だからです。前日は台風
だったのですが10日は見
事に晴れました。結婚して
24年です。お祝いいただき
ありがとうございました。

　2014-15年度、アメリカのフロリダ州に派遣させてい
ただいた大妻嵐山高校２年生の島村江里香です。帰国
報告を始めます。私は１年間のうちに３つのホストファミ
リーにお世話になりました。最初のホストファミリーはフ
ァザー、マザー、２人のブラザーがいた家でした。この家
族は全員アメリカンフットボールが大好きで、毎晩テレ
ビのフットボールの試合を観ていました。ブラザーは２
人ともフットボールを習い、マザーがチアを教えていた
ので、毎週土曜日は試合観戦に行って、ほぼ毎日フット
ボールに触れていました。この家族にお世話になってい
た時は学校に自転車で通っていました。ご飯はほとんど
ハンバーガーばかりで約５カ月お世話になった間に少
し太ってしまいました。
　第２ファミリーはファザー、マザー、シスターでした。
シスターはロータリーの青少年交換プログラムでタイに
留学していたので、私の留学中は会うことができなかっ
たのですが、５月頃帰国した際に一緒に映画を観に行
ったりしました。このホストファミリーは私が来る前にブ
ラジルの留学生をホストしていました。このファミリーは
私の英会話力をホストしてくれたり、アメリカで有名なも
のを買ってくれたりしました。ファザーはもう退職してい
るのですが航空関係の仕事に就いていたのでセスナに
乗せてくれ、空から街を眺めました。またボートを所持し
ていたので何回か乗せていただきました。この頃私はア
イススケートを習い始めました。初めは滑れませんでし
たがだんだん上達して滑れるようになりました。この家
族には約３ヶ月間お世話になりました。
　第３ファミリーはホストマザー１人でした。マザーは
76歳で、週に何回かジムに通い会社でも働いていて元
気な方でした。またベジタリアンだったので、お肉はぜ
んぜん食べませんでした。マザーは夜も仕事や外出をし
ていたことが多かったので、夕食は自分で作って食べる
ことが多かったです。お世話になった時はイースタンの
時期だったので、卵をカラーリングしたりしました。この


