
     

次回予定 9/17 
 

「世界における日本の紳士服」 

Fashion AT Men's 代表取締役／東京北ＲＣ 

安積武史君 

紹介者 影山君 

本日の卓話 
 

「IT環境の改善」 

メンバー 

小林光夫君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 2703 回   2015 年 9 月 10 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 年 9 月 3 日 第 2702 回例会報告    
点 鐘  

国 歌 「君が代」 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

来 賓  

  ゲスト１名 

真﨑堯司氏（小出会員ご友人） 

 ビジター１名 

廣瀬太一氏（大阪） 

会 長 報 告  

  なし 

幹 事 報 告  

  9月 4日 日韓親善会議がグランドプリン

スホテル新高輪にて開催されます。ご登

録頂いた皆様、お忘れなき様お願い致し

ます。 

 本日例会終了後 13時 40分より桔梗の間

にて理事会を開催致します。理事役員の

方はご出席お願い致します。 

委 員 会 報 告  

  青少年奉仕委員会…第 28回全国ロータ

ーアクト研修会並びに第１３回アジア太

平洋地域ローターアクト会議の案内を掲

示板に貼っておきます。ご興味のある方

はご出席下さい。 

出 席 報 告 会員56名中34名 出席率61％ 

前々回訂正出席率 93.62％ (8/20) 

 

 

 

 

 

WEEKLY REPORT 
例会日 木曜日 12：30～13：30 

例会場 上野精養軒 TEL.03（3821）2181 

事務所 〒130-0013 東京都墨田区錦糸 1-1-5 Aビル 6F 

 TEL.03（5637）4602 FAX.03（5637）4611 

 http://www.tokyo-kohoku-rc.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

葛飾北斎描く千住より眺望の富士 

 

東京江北ロータリークラブ  
会 長 戸塚 誠一郎  ／ 会長エレクト 吉田 正行 

幹 事 張替 俊光 ／ 副幹事 谷茂岡 昭 
会報・IT委員長 羅山 能弘 

 

 
 

 

Be a gift to the World 

 RI 会長 

ラビンドラン 

ロータリー 

思いをかたちに 
 

東京江北RC 会長 

戸塚 誠一郎 

 

 

 

ニコニコ（●＾o＾●）ボックス 

 

 ご結婚祝 

 奥様誕生祝 

 

…中山君 

…鈴木(敏)君 
 
 戸塚君 張替君…岩本さん、高橋さん、本日の

卓話宜しくお願い致します。９月に入り、少し

ずつ暑さが緩みはじまりました。幹事は既に

夏バテぎみになっておりますが、会員の皆様

には夏バテにお気をつけ下さい。 

 海老沼君 中山君…皆さん、お久しぶりで

す。 

 樽澤君…本日のイニシエーションスピーチの

お二人はボクが昨年、会員増強委員長時に入

会された方々です。原田増強委員長、今年も

ガンバッテ下さい。 

 原田君…本日のイニシエーションスピーチの

岩本さんを宜しくお願いします。 

 吉田君 谷茂岡君…岩本さん、高橋さん、本

日のイニシエーションスピーチ楽しみにして

います。 

 小出君…早稲田大学法科大学院の真崎堯司さ

んをご紹介いたします。現在私の事務所で法

律実務を勉強中です。 

 今井君…岩本さん、イニシエーションスピー

チ楽しみにしています。株、少し損する方法

教えて下さい。 

 

 
 
 岩本君…本日のイニシエーションスピーチよ

ろしくお願いします。 

 高橋君…本日イニシエーションスピーチよろ

しくお願いします。 

 合計 33,000 円  累計 705,000 円 

 

9月 3日の卓話は、2014-15年度 6月 11日入会の

岩本潔君、2015-16年度 7月 9日入会の高橋史郎

君のイニシエーションスピーチでした。 

9月 5日、地区米山奨

学委員会主催の「米山

梅吉記念館訪問バスハ

イク」に米山奨学生ド

ンヘゲマライケさん、 

カウンセラーの平岩君

地区米山担当の芝地区

副幹事が参加しました 

午前中に記念館を訪問し、梅吉翁の墓参、午後は

「沼津柿田川ロータリークラブ」35周年記念事業

である、柿田川公園清掃事業を 2620地区米山奨学

委員会と共に行いました。 

 

卓   話 

THE ROTARY CLUB OF TOKYO-KOHOKU 

 

新 入 会 員 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩本 潔 

Iwamoto Kiyoshi 

生年月日：1967年 4月 25日 

入会日：2015年 6月 11日 

職業分類：證券業 

 

新 入 会 員 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

高橋 史郎 

Takahashi Shiro 

生年月日：1965年 11月 11日 

入会日：2015年 7月 9日 

職業分類：インテリアデザイン 

岩本潔君は、1990年野村證券に入社し、厚木支

店、長野支店、錦糸町支店、本店支店資産管理課

長、宇都宮支店支店管理課長、大阪支店資産管理

一部課長、佐世保支店支店長を経て、2015年 4月

に千住支店長に就任されました。紹介者は原田会

員、谷中会員です。 

1998年 9月 株式会社ボスコ設立。業務内容は店

舗のインテリアデザイン及び施工で、職業大分類 

土木・建築・設計で職業分類はインテリアデザイ

ン、紹介者は、長谷正一会員、鈴木喬会員です。 

米山梅吉記念館訪問バスハイク 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木喬ガバナーは、青森

国際ホテルに於いて開催

された第２８３０地区大

会に出席の為、青森まで

奥様ご同伴で出掛けてお

られました。４日ＲＩ会

長代理ご夫妻歓迎晩餐

会、本会議は９月５日～

６日の２日間に渡り行わ

れました。 

 

 

                  

第１３回ロータリー 

            日韓親善会議２０１５ 

 

日韓親善委員会事務局 

（第 2750 地区Ｇ事務所内） 

事務局長 松下 昌夫  
 

 

 

日 時 ２０１５ 年９ 月４ 日 １３：００ ～ 

場 所 グランドプリンスホテル新高輪 

登録料 1 万 5,000 円（晩餐会含む） 

 

・・・・・プログラム・・・・・ 

本会議 

13：00 登録開始   司会 河合克美、小幡敏之 

14：00 開会点鐘   議長 渡辺好政 

両国旗入場 両国歌斉唱 

14：10 ＲＩ会長メッセージ 

来賓紹介    実行委員長   市川伊三夫 

主催者挨拶   議長      渡辺好政 

歓迎の辞    ＲＩ理事    杉谷卓紀 

韓国側挨拶   委員長     蔡熙秉 

ホスト地区挨拶 ガバナー会議長 水野功 

功労者表彰   議長 渡辺好政 

両国親善委員紹介日本側事務局長 松下昌夫 

韓国側事務総長 文悳煥 

日韓親善会議の歴史（スクリーンの紹介） 

特別講演 

駐日大韓民国特命全権大使    柳興洙 

基調講演 

「人間社会の由来とコミュニケーションの進化」 

京都大学総長 山極寿一 

歌    オペラ歌手 千恵 LeeSadayama 

2016 年 ソウル国際大会にむけて 

ソウル国際大会委員会共同委員長 小沢一彦 

ソウル国際大会組織委員会委員長 尹商求 

ソウル国際大会広報大使     高成大 

18：00 閉会点鐘        議長 渡辺好政 

晩餐会     司会 赤塚聖子、小幡敏之 

18：30 オープニング・コンサート 

サカモト・ミュージック・スクール 

～両国を結ぶ虹の架け橋～指揮 坂本博士 

挨拶         元ＲＩ会長 李東建 

挨拶と乾杯      元ＲＩ会長 田中作次 

開宴 

ゲスト挨拶     野球評論家 張本勲 

エンターテイメント  

日本歌手協会会長 田辺靖雄、九重佑三子  

韓国グループ  

ジュオアイム ジョセペ・キム、クミコ・キム 

21：00 閉宴  議長 渡辺好政  

 

 

デンマーク派遣 鈴木響子 
 

ホストクラブ：Sct. Knuds Odense RC 

ホストクラブ地区：1461 

カウンセラー：Leif Hanse 

ホストファミリー：Peter Christiansen（～11/23 迄） 

 

出発当日は最初の飛行機が２時間遅れ、国内線に乗れずチケ

ットをチェックインし直さなければならず少し大変でした。

ここで世界を飛び回るのに必要な英語力のなさを痛感しま

したが、幸い同じ航空会社だったので少しの変更ですみまし

た。そのあと３時間コペンハーゲン空港で待ちビルンについ

た時は、もう真っ暗でホストシスターは眠そうでした。 

 ホストファミリーはとても明るく過ごしやすいです。お庭

でご飯を食べたり、お花を買いに行ったり、お散歩したり、

日本人の憧れる生活がそのままあるようです。両親はお洋服

屋さんと２店舗の靴屋さんを経営しているので、デンマーク

の割に帰るのが遅いのかなと思います。ホストお母さんの方

は３１日からミラノに靴の展示を見に行ってくるようです。

猫を飼っているのでたまに猫臭いと感じる時もありますが

とても可愛いです。お土産でまたたびと日本のキャットフー

ドを猫にプレゼントしたら「猫にもお土産用意してくれた」

と喜んでもらえました。最近は知らない茶色い猫が家にいつ

のまにか入っており、頑張って追い出しています。お花をよ

く飾ったり、植木を買ったりします。一緒にお庭やペット専

門のホームセンターに行った時には日本のツツジを見つけ

て買っていました。 

次のホストファミリーの所には今タイの子がいるので、もう

対面しています。今 2580 地区にデンマークから派遣されて

いる Kaya ちゃんのお父さんにもイントロキャンプの帰り

に偶然お会いしました。 

 食事はとても美味しいですが、全体的に脂分と糖分が多く

すでに太った気がします。パンにバターをたっぷり塗ってジ

ャムもたっぷりつける割に、牛乳は乳脂肪分０.５％の物を

よく買っています。これだけは日本の牛乳が恋しいです。 

 自然が多く静かですが虫が多くて、虫が嫌いな私にとって

はすこし大変です。本当に小さい虫には慣れました。たくさ

んの種類の鳥が街にもいて、家の裏にある木にキツツキがい

たこともありました。カラスは日本よりも少なく小さいで

す。 

意外と夏の昼間は暑くて(今年は例年より暑く、暑い期間も

長いようで)、夏服をあまり持って行かなかったので、学校

も８月１３日から始まり最初から着ていく服に困りました。

学校は話し合いや挙手をする生徒が多く、ノートを書いてと

る人はいなく皆パソコンで資料を見たり、ノートをとったり

しています。先生たちもパソコンやハイテクスクリーンを使

いこなしていて、ほとんどの先生が英語を話せていたのでび

っくりしました。授業中に水を飲むのは自由で、クラスによ

っては軽いスナックやニンジンを食べている人もいます。や

ることがなくなるとフェイスブックを開き始めるなどかな

りラフですが、日本のように生徒が聞いているだけの授業は

少ないので眠くなりません。皆勉強には積極的な感じがしま

す。 

私は１年生に入りましたが、新入生なのでフォークダンス

を何クラスかと合同で輪になって踊ったり、パーティーやコ

ンペティションがありとても楽しいです。先生のカウンセラ

ーと生徒のカウンセラーがいるので特に心配なことはあり

ません。クラスは私を入れて２０人の人数の少ないクラスで

す。カウンセラー以外の子とも仲良くなれ、サッカーチーム

などに誘ってもらったり、話しかけてくれる子がいるのでこ

れからの学校生活がもっと楽しみです。ドイツ語や生物、社

会科学、言語、デンマーク語などの授業があります。今のと

ころはほんの少しの言葉しかわかりませんが、９月から学校

でのデンマーク語の授業があるので、そこからまたデンマー

ク語がもっと話せるようになるよう頑張ります。 

 地元のロータリークラブは日本とは違い華やかではなく

質素で小さな会議室でやります。高齢の方が多く、歌を歌う

ことや時間などは一緒でした。毎週木曜の５時半頃から始ま

り７時頃終わります。最初だからか、毎週留学生も参加しな

きゃいけないようで、２週目は自己紹介をデンマーク語でし

ました。私のクラブでは私を入れて、日本、タイ、ニュージ

ーランドからの３人の留学生がいます。 

 オーデンセの街は小さいようで思っていたより大きいで

す。カフェがたくさんあり、毎週のようにイベントがありま

す。私が着いた週は、町中にいろいろな形でお花が展示され

ているフラワーフェスティバル、次の週にはオーデンセ出身

の童話作家 H.C.アンデルセンのフェスティバルでした。街

の中心のレンガ造りの建物にプロジェクションマッピング

を映したり、パレードなど、普段は人が多くないのに行事が

あるとたくさん集まり賑やかで混雑します。 

 ８月２３日から２９日までデンマークのインバウンズのキ

ャンプがありました。総勢１６６人が集まり、とても楽しい

１週間でした。留学生はブラジルが一番多く、アメリカ、カ

ナダ、アルゼンチン、メキシコ、ペルー、チリなどラテン色

が色濃かったです。アジアはタイ、台湾、インド、日本でし

た。私の他に３人の日本人の女の子がおり、ルームメイトは

奈良から来た子でした。久々にしゃべる日本語が最初はとて

も難しく感じました。中には第一希望が日本だった子も多

く、たくさんの人が日本に興味を持ってくれていました。ブ

ラジル人の女の子で日本語が話せる子もいました。デンマー

クを選んだ理由では、友達がデンマークに留学してすごくよ

かったと聞いたから、幸せな国だから、が多かった気がしま

す。ピンや名刺の交換も盛んに行われ、すでにブレザーは重

くなってきました。みんなに配った駄菓子の笛ラムネも好評

であっという間になくなりました。音がなることと味が好み

だったようです。初日に主催の人から交換留学の意義のよう

な話をされた時に、昨期ローテックス委員長だった本田理乃

さんが Facebook に３年前にデンマーク語で書いた文章が

紹介されました。「このリノが書いたデンマーク語は完璧だ、

文章に書いてあるようにこの子はホストファミリーなどい

ろんな人と深い交流をした」などと、模範として紹介されま

した。私も理乃さんのように頑張りたいと思います。キャン

プ中はやはり公用語は英語で、たくさんの子と友達になれま

した。ビリヤードを教わったり、みんなで夜に輪になって深

い話をしたり、サルサを習ったり、デンマーク語のクラスで

も文化の違いなどいろいろな国についてたくさん知ること

ができました。ハロウィンの時期にまたコペンハーゲンにみ

んなで集まるようなのでとても楽しみです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月4日（金）グランドプリンスホテル新高輪飛天に

て、第13回 日韓親善大会が1,500名（うち韓国から

の参加者400名）の参加者で盛大に開催されまし

た。来年5月に国際大会がソウルで開催されるとい

うこともあり、多くのロータリアンが参加しまし

た。特別講演の駐日大韓民国特命全権大使 柳 興

洙氏、基調講演の京都大学総長 山極寿一氏、ゲス

トには、野球評論家 張本 勲氏、エンターテインメ

ントとして田辺靖雄、九重祐三子夫妻を迎えての

会は、ぎくしゃくとした日韓関係の中で、非常に意

義深い親善大会で会ったと思います。 

第2580地区より88名登録があり、東京江北ロータ

リークラブからは26名の参加登録がありました。 

記 張替俊光幹事 

 

鈴木喬ガバナー便り No,８ 

夏期交換学生 月間報告 ロータリー日韓親善会議 


