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17-18 年度会報月間写真 お城シリーズ

12 月 金沢城②河北門  新井 典仁

高山西ロータリークラブ

国際奉仕委員会 

＜会長の時間＞  

12/3 ビッグアリーナで行われました

スポーツ少年団大会に参加して来ました

。約1000人規模の大会でかわいい小学生

ばかりでした。高山ＲＣ・高山西ＲＣ・

岊城ＬＣからそれぞれ助成金を手渡してまいりました。最近、高

山から東海大会や全国大会にでる子が多いね、という話になり、

「それはスポ少のおかげですよ。中学から始めると遅すぎるから

、小学校から始めるといいんです」と、教えていただきました。 

今日はネットとレットのことをお話したいと思います。 テニ

ス・卓球もそうですが、サーブにおいて、ネットに触れたボール

が所定のエリアに入った場合、「レット」とコールし、やり直しし

ます。「やり直す」意味を持つ"LET" のことで、発音が似ています

が、「ネット」とコールするのは誤りです。また、プレー中、他の

コートからボールが転がってきた場合など、プレーをやり 直すこ

とを提案する言葉をレットと言います。 

レットには違った意味があり、ビートルズの歌にもあり、皆さ

んよくご存じの言葉ですがlet it be があります。相手の意志

・意向を尊重し，ことが自然に流れるままにさせる「妨げないで

させる」という意味合いがあります。 

このこととＲＣの自主性はあまり関係がないかもしれませんが

例会の自主性についてお話したいと思います。先年の規定審議会

におきましてＲＣの例会が大幅に緩和されクラブの裁量に任され

ました。変更の一つは、クラブが月に少なくとも2 回以上の例会

を行う限り、いつ、どのくらいの頻度で例会を開くか、あるいは

例会をキャンセルするか、また何をもって例会とするかについて

、より多くの裁量をクラブに与えるものです。まさにクラブに対

しlet it beであります。 

この度、岐阜ＲＣ・高山中央ＲＣが標準定款の変更を提案しま

した。当クラブでも理事会で慎重審議いただきまして、これらの

提案に賛成となりました。この件でお手元の資料を基に若干の説

明をさせていただきます。①岐阜ＲＣの提案は第７条の例外規定

についてについて、クラブの独自な例会・出席についてガバナー

の承認を得る、という条件を付加することを提唱するものです。

②また高山中央 RC の提案は第７条の例外規定を削除し毎週１回

例会を開催すると言う提案です。 提案理由は資料を参照してく

ださい。 

これらの提案は、察するに各クラブで例会の意義を考えて欲し

いという狙いをもったものと思います。｢例会は人生修養の場であ

る｣｢入りて学び、出でて奉仕する｣と言われる例会の意義・目的を

各人が再認識するという問題提起だと思います。前回の会長の時

間にアナログ的なコミュニケーションと言う側面から例会の意義

について申し上げましたが、やはり事業に割く時間をまげてＲＣ

の例会に出席する意義を各人が考えることが必要と思われます。 

＜幹事報告＞ 
◎ガバナーより 

・2018－2019年度ガバナーノミニー 

推薦、募集の件（ご案内） 

募集期間  2017年12月1日(金) 

～2018年1月20日 

書類提出先   地区指名委員会 

＜例会変更＞ 

高  山  …  平成30年 1月 4日（木）は、定款により休会 

1月11日（木）は、新年例会のため 

9日（火）17：30～ 洲さき に 変更 

高山中央 …  平成30年 1月 1日（月）は、法定休日により休会 

1月 8日（月）は、法定休日（成人の日）により休会 

1月15日（月）は、新年家族例会のため 

18：30～ひだホテルプラザ に変更 
 

 

＜出席報告＞ 

 

 

 

＜本日のプログラム＞ 

  国際奉仕委員会 
  委員長  下屋 勝比古 

本日は、斐太高校でノエミを担

当して頂いている駒澤先生にお越

しいただきました。 

皆さんご存じの通り、ノエミは

先月末我が家から２軒目のホストファミリー宅となる山下家へと

へ移りました。家では父が『ノエミロス』を抱えながら篆刻や習字

の道具を片づけたりなどしておりますが、対するノエミの方は８月

より引き続き充実した学校生活をおくっているようで、駒澤先生は

じめ斐太高校関係者の皆様には感謝の念に堪えません。 

今日はまず駒澤先生にノエミの学校での様子等をお話しいただ

き、引き続き、日本語のかなり上達したノエミより、母国スイスに

ついてスピーチしてもらいます。よろしくお願いします。 

 

 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 34名 2名 36名 40名 90.00％ 

本日 30名 － 30名 40名 75.00％ 
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斐太高等学校          駒澤 誠二 先生 

８月28日、斐太高校にスイスからの留学生、ノエミ・シェンク

さんを迎え入れました。ロータリークラブの方に連れられて校長室

で初めて会った時には、明るく、意欲的で、親しみやすい性格の留

学生だなという印象を受けましたが、日本での高校生活が始まると、

第一印象と変わらず、積極的に本校の生徒と交流したり、学校の諸

活動に取り組んだりする姿が見られました。クラスではすぐに近く

の席の生徒と談笑する姿が見られましたし、所属しているバスケッ

トボール部でも同学年の生徒だけでなく、上級生とも一緒に汗を流

す姿が見られました。また、昼食時には、週１回、上級生にドイツ

語を教えることも始めました。積極的に日本人の高校生に関わろう

とする姿は大変頼もしく思えました。 

 斐太高校での生活が始まって２週間余りで体育祭を迎えました。

放課後の応援練習にも欠かさず参加し、級友と一緒になって団席で

の自分の役割を覚えようとしていました。日本語と英語交じりのや

り取りで意思疎通を図りながら動きを覚え、本番では見事に自分の

役割を果たすことができました。競技には３種目に出場し、ルール

に戸惑う競技もありましたが、所属する青団のために一生懸命取り

組みました。時にはハッスルする場面もありましたが、その甲斐あ

ってか、青団は見事に総合優勝を果たすことができ、本人も大変喜

んでいました。日本の体育祭の独特の雰囲気を体験できたことはよ

い思い出になったことと思います。 

 授業は主に理数系の科目や英語、体育や芸術、家庭科を受講して

います。英語の時間にはスイス出身で、障害を抱えながらもパラリ

ンピックなどでメダルを獲得した陸上競技の選手を紹介してくれ

ました。家庭科の授業で三色丼を級友と一緒になって作ったこと、

スイスでは理論を学習することが多かった音楽の授業が、日本では

グループでの実技活動が多いことなどが印象に残っているそうで

す。それぞれの授業で積極的に意見交流をすることで、本人にとっ

ても、また本校の生徒にとっても、お互いの考え方の違いなどを知

るよい機会となっており、よい刺激になっていることと思います。

書道の授業にも参加し、日本文化にも積極的に触れています。 

 10 月半ばには金沢遠足

に参加しました。級友とと

もに金沢市内を散策し、そ

の後、金沢大学を見学しま

した。金沢城公園などに見

られる緑の多さ、大学の広

さや奇麗なキャンパスが

特に印象に残ったそうで

す。 

 先日、自転車で下校途中のノエミさんを見た本校の生徒が「ノエ

ミさんが道路の真ん中、自動車の真後ろで信号待ちをしており、見

ていて心配になりました」という旨を電話で連絡してくれました。

本人に事情を聞くと、スイスでは自転車は車道の真ん中を通行する

そうです。今まで事故なく登下校できていたことに安堵するととも

に、彼女にとっては日本とスイスの交通ルールの違いを知る良いき

っかけになったことと思います。 

 斐太高校での生活が始まって３カ月が経ちました。11 月に体調

を崩し、マラソン大会に参加できなかったことは残念でしたが、そ

れ以外は順調に学校生活を送れているように思います。これから高

山の厳しい冬を迎えますが、健康に留意し、日本での高校生活を満

喫してくれることを願っています。 

 

スイスについて 

 ノエミ・シェンク 
  

皆さん、こんにちは。今

日私は私の国について

話します。私の国はスイ

スです。スイスは小さい

国です。ヨーロッパの中

です。隣の国はドイツ、

フランス、イタリア、オ

ーストリアとリクテン

スタインです。２６色々な州あります。私の町はルゼルンの中です。

首都はベルンです。スイスのアルプスはこの辺です。スイスは小さ

いです。だから人口もすこしです。わずか八百万人、スイスで住ん

でいます。七人の大臣が順番に大統領になります。一人じゃない。

それはちょっと特殊です。 

 スイスで一番有名な山は『Matterhorn』です。めっちゃきれいで

す。でもその山は私の家からちょっと遠いです。だからあまり行き

ません。これはスイスの楽器です。名前は『Alphorn』です。『Alphorn』

吹くことが難しいです。私は出来ません。アルプスで『Alphorn』

が沢山聞けます。 

 この写真はスイ

スの祭りです。春

に全部の牛は町か

ら山へ行きます。

その祭りの名前は

『Alpeufzog』です。

でも秋に全部の牛

は山から町へ帰り

ます。その祭りの

名前は『Alpeabzog』です。｢Alpe｣は日本語でアルプスです。そし

て｢zog｣は行進です。｢ab｣の意味は下るですけど、｢uf｣の意味は上

るです。だから『Alpeufzog』の意味は、アルプス-上る-行進です。

『Alpeabzog』はアルプス-下る-行進です。だから、夏は牛はアル

プスで過ごします。冬は寒いから牛は農場で過ごします。全部の牛

と農婦みんなはとても綺麗に着飾ります。農婦は民族衣装を着ます。

牛は沢山の花で飾ります。スイスで全部の牛がいつも鈴をつけてい

ます。 

 私の町に一番近い都市はルゼルンです。古い町です。いっぱい店

があります。私の後ろに『Kappelbruke』です。この日は天気は良

くなかったですけど、本当は橋の後ろに綺麗な山が見えます。名前

は『Pilatus』です。この写真は夜の橋です。それは橋の上です。

沢山の古い絵あります。でも橋が燃えました。それから今沢山の絵

は黒いです。 

私の後ろはカルチャーセンター

があります。隣はイベントです。

観覧車が見えます。スイスで町

ごとにイベントが毎年あります。

見晴らしの良いレストランで湖

がちょっと見えます。その湖は

大変大きいです。名前は

『Vierwaldstättersee』です。

ちょっと長いです。 

 スイスで一番大きな都市は

『Zurich』です。湖と河もあり

ます。摩天楼はあまりありません。でも古い建物と教会が沢山あり
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ます。毎年たくさんの町でクリスマスマーケットがあります。これ

は私の友だちとカナダのいとこです。 

 『Genf』は『Zurich』の次に大きな都市です。時々祖父母と妹と

電車で行きます。噴水が有名です。国際連合欧州本部の前は沢山の

旗と巨大な赤い椅子があります。 

 スイスでは四カ国語を話します。スイスドイツ語、フランス語、

イタリア語と『Rath-Romanisch』です。スイスの南のイタリアの近

くが『Tessin』で、イタリア語を話します。時々家族と旅行します。

『Lago Maggiore』は大きな湖です。夏の暑い時は泳ぎます。

『Tessin』ではコーヒー、ピザとアイスクリームがめっちゃおいし

いです。イタリアのアイスクリームの名前は『Gelato』です。私の

家族みんな大好きです。特にお父さんが大好きです。 

 この滝はスイスの一番有名な滝です。名前は『Rheinfall』です。

私はいとこと家族といました。この写真はちょっと古いです。だか

ら私たちはまだとても若いです。 

『Brienzer Rothorn』は高い山です。私の家に近いです。晴れた

時は見晴らしはとても美しいですね。冬はスキー場になります。

『Sorenberg』は『Brienzer Rothorn』の隣のスキー場です。私の

家族はその町に別荘があります。毎年休みの時には別荘に行きます。 

夏は沢山色々な所に山歩きをします。

これは『Grimsel Pass』で世界中で一番

急斜面のケーブルカーです、怖いですね。

『Gemmi Pass』でカナダのいとことと登

山をしました。とても楽しかったです。

『MelchseeFrutt』にも登りました。 

『Cailler』はスイスのチョコレート

会社です。私の一番好きなチョコレート

です。めっちゃおいしいです。持って来

ましたので食べて下さい。 

スイスのチーズもとても有名でおいしいです。 

これは四年前、お寿司を作りました。今は箸をもっと上手に使

えます。ちょっと練習しました。 

これでスイスについての話を終わります。私のスイスに来て下さ

い。みなさんありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜ニコニコボックス＞ 
●米澤 久二さん、鴻野 幸泰さん 
本日は斐太高校の駒澤先生、ようこそいらっしゃいました。ノエミ
もようこそいらっしゃい。駒澤先生には学校でのノエミの勉強ぶり
をはなしていただければ幸いです 
 

 
●下屋 勝比古さん 
斐太高校１年主任 駒澤誠二先生のご来訪を歓迎します。本日はノ
エミの学校生活について色々お聞かせ下さい。よろしくお願いしま
す。ノエミ久し振りです。 
●挾土 貞吉さん 
駒澤誠二先生ようこそお出で下さいました。我が孫娘、裕子とノエ 
ミの担当の先生との事。ご指導よろしくお願いします。 
●田近 毅さん、大村 貴之さん､萱垣 敬慈さん 
斐太高等学校 駒澤誠二先生のご来訪心より歓迎いたします。ゲス 
トスピーチよろしくお願いいたします。 
●田中 武さん､向井 公規さん､山下 直哉さん、黒木 正人さん､  
松川 英明さん、大前 克秀さん 

今日は12月のノエミの来訪例会です。益々うまくなった日本語で
スイスについてスピーチをしてくれるとの事、楽しみです。 
●長瀬 達三さん 
先日は家内の誕生日にお花をありがとうございました。今日は1月 
30日の出前講座の出欠提出日です。たくさんの方のご参加よろし 
くお願いします。 
●新井 典仁さん 
先日は私の誕生日に贈り物をいただきまして有難うございました。まだ
まだ若いと思っておりましたが、気が付けば40代も半ばに差しかかりま
したので、健康に気をつけてがんばりたいと思います。 
●田中 晶洋さん 
平成 15 年から万人橋のたもとで営業して参りましたブライトスタッフ
が12月16日に下林町に移転する事になりました。それに先立ち今週末
に下切町のすまいる訪問看護リハビリステーションが下林町の事務所に
引っ越します。3 年間の別居生活を経て結婚するようなドキドキ感があ
りますが、地域の皆さんに愛される会社となれるよう精進いたしますの
でよろしくお願いいたします。塚本さんの保険タイムさんの近所になり
ます。近くに来られた際はぜひお立ち寄りください。 
●住田 泰典さん 
ゆうべ太鼓の練習をしました。身体が痛いです。頑張ります。 
●阪下 六代さん 
本日よんどころない職業奉仕のため早退させていただきます。 
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