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＜点 鐘＞
会長 永家 将嗣
＜ロータリーソング＞ それでこそロータリー
＜会長の時間＞

会長

永家

将嗣

皆さんこんにちは本日は国際奉仕委員会の担当例会でヴ
ィクトリアさんにお話しをして頂きます。
ヴィクトリアさんも 4 月から 2 年生になります滞在期間も
残り 5 カ月になるので後悔のないように飛騨高山高等学
校の生活をエンジョイしてください。幸いにヴィクトリア
さんに中村はるかさんという同い年で斐太高等学校生徒
の親友が出来ましたので彼女がいろんな面でサポートし
てくれると思います。ちなみ私は中村さんとも FB でお友
達になりました。
FB をされている会員さんは、ヴィクトリアさんは勿論、
中村さんともおともだちです。
さて今週の 14 日（土曜日）に PETS が鈴鹿で開催され当ク
ラブからは大保木さんが出席されます。この PETS とは現
職のガバナーと協力して地区ガバナーエレクトが主催す
る会長エレクト研修セミナーで時期クラブ会長が出席す
ることを義付けています。
そしてこのセミナーを受けないとクラブ会長になること
ができません。
会長エレクト以外の出席者はガバナー・ガバナーエレク
ト・ガバナーノミニー・パストガバナー・次年度ガバナー
補佐・次年度委員長・次年度幹事です。
内容としてはガバナーエレクトが次年度の RI（国際ロー
タリー）のテーマを伝え、2015-2016 年度国際ロータリー
会長テーマの強調事項と地区活動方針についてお話しさ
れ、後はパストガバナーが担当されて会員増強・奉仕プロ
ジェクトやロータリー財団などのお話があります。
ここで必ず言われるお話として「会長の時間はロータリー
の話を入れてください」と言われます。これはロータリー
の話をするのは大変ですが会長はそれだけ勉強しなさい
という事です。われわれの所属する 2630 地区では可茂ロ
ータリークラブ・可児ロータリークラブの会長さんもロー
タリーの友の記事を会長の時間で紹介しています。
このような研修の後 12 地区の AG と呼ばれるガバナー補佐
や CC と呼ばれる地区委員会の委員長から活動方針などの
お話が 1 人 2～3 分あります。
このようにこの研修は時期クラブ会長が 7 月 1 日の就任に
向けて準備をすることを狙いとしています。

ちなみに岡田ガバナーエレクトは次年度、2630 地区の 80
クラブに対して、全てのクラブが RI 会長賞にチャレンジ
することを上げられているそうです。大保木会長エレクト
にはぜひ頑張って頂きたいと思います。

＜幹事報告＞

幹事 高原

清人

◎国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事務所より
・2015 年地区研修・協議会開催のご案内
日 時：4 月 19 日(日)12:00～
会 場：鈴鹿医療科学大学 白子キャンパス
登録料：10,000 円
○濃飛グループガバナー補佐より
・第 4 回濃飛グループ 8 クラブ合同ゴルフコンペのご案内
日時：5 月 30 日（土）9:45 スタート
会場：明智ゴルフ倶楽部 かしおゴルフ場
＜高山市教育委員会より＞
・平成 27 年度高山市キャリア教育を考える会出前講座
について

＜本日のプログラム＞
国際奉仕委員会

長瀬 委員長

皆さんこんにちは。本日
は国際奉仕委員会の担当
例会という事で、交換留
学生のヴィクトリアさん
からの卓話を中心に進め
させて頂きます。
ヴィクトリアさんからの
卓話の後、カウンセラー
の中田専太郎さんより、ヴィクトリアさんの出身国であり
ます、ノルウェーのお国事情についてもお話をいただきま
す。

国際青少年交換留学生スピーチ
ヴィクトリア・アン・マチセン
皆さんこんにちは、先月は本当に最高でした。2 月は一番
短い月ですけど、色んな楽しい事が出来ました。
2 月 3 日に初めての節分を過ごしました。恵方巻きを食べ
て、豆まきをしました。
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ホストファミリーの家に、鬼の衣装を着ている人が来て、
玄関に豆をまきました。あの時来た鬼が本物じゃないとわ
かりましたが、少し怖かったです。
新しい習慣や、日本
の伝統を学ぶ事が出
来ました。節分は面
白かったですが、豆
まきの掃除がちょっ
と大変でした。
先日はテレビに出ま
した。エマとハンバ
ーガーショップでイ
ンタビューされました。2 月 4 日に「バイキング」という
全国番組で放送されて、たくさんの知り合いが見たと聞き
ました。とても良い思い出になりました。
私は弓道部に入っていますが、段々上達していると思いま
す。来月、大会がありますので出られるように頑張ってい
ます。
2 月 15 日は私の誕生日でしたので、ホストファミリーに
ディズニーランドへ連れて行ってもらいました。バースデ
ィパスをもらい、キャストさんからたくさん「誕生日おめ
でとう」と言ってもらえました。ディズニーランドは大変
混んでいて、アトラクションに少ししか乗れませんでした。
それでもホストファミリーの皆と過ごせたので楽しかっ
たです。
ディズニーランドで色んなパレードを見ました。ディズニ
ープリンセス、たとえばアナ、エルサ、スノーホワイト、
シンデレラなどが出ていました。「東京ディズニーランド
でプリンセスとしてアルバイトが出来たらいいな」と思い
ました。どうやってプリンセスになれるかわかりませんが、
東京の大学で勉強して、是非プリンセスのアルバイトに応
募したいです。
子供時代からディズニーが好きなので、懐かしくて、素晴
らしい誕生日でした。ノルウェーでは 18 歳で成人なので、
これからもっと成長をしたいです。
先週の日曜日は高山高校の卒業式でした。初めて日本の卒
業式を見ました。私には 3 年生の友達が少なかったですが、
寂しかったです。もうすぐ新しい学年が始まって、私は新
しいクラスに入ることになります。今の仲間と 6 カ月間の
うちに、仲良くなりましたので、別れることがつらいです。
しかし、この留学の間に、たくさん別れがあり私の心が
段々強くなって来たので大丈夫だと思います。今の仲間た
ちと連絡を取り合って、新しいクラスメイトとも是非仲良
くしていきたいです。
あと春になって、桜が咲くのを見たことがないのですごく
楽しみにしています。いい桜の写真を撮る為にカメラの練
習をしています。他にも、たくさん楽しみなことがありま
す。そして、残りの留学生活を楽しみたいと思います。

カウンセラースピーチ

中田 專太郎

ノルウェーと言えば、つい最近ブームになったウォルト・
ディズニーのアニメである「アナと雪の女王」のロケーシ
ョン・モデルとなったことでも理解出来るように､フィヨ
ルドでも有名な、非常に風光明媚なところである。
位置的には北欧のスカンジナビア半島に長く伸び、下から
ロシアの一部、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー
となる。
日本の場合、北には北海道があり、北の海の道と書くが、
ノルウェーも「北に至る道」という意味である。
ただし、中央をスカンジナビア山脈が走っているため、北
海道のような平原は少なくて、ほとんどか傾斜地だという。
緯度的には、北海道よりもずっとずっと高緯度であるが、
メキシコ暖流の影響で、勿論冬は寒いが、想像するよりは
寒くない･･･という。
但し北極圏ゆえに、夏はほとんど暗くならない白夜が続く
が、冬は、短いときには 10 時くらいに明るくなって、午
後 2 時くらいには暗くなり始める。
長く伸びた国土は、日本より
少し大きいくらいの面積で、
人口は 500 万人弱である。
農耕面積はわずかなので、酪
農製品以外は輸入に頼るが、
漁業が盛んで、ニシン、タラ、
サーモンなどが漁獲される。
また欧州では珍しい捕鯨国
である。
第二次世界大戦時には、ナチスドイツは戦争の必需品とな
る鉄鉱石を隣のスウェーデンから輸入していた関係で、そ
の輸送経路・搬出港となるノルウェーに侵攻して、統制下
に置いた。
その後、ドイツが敗戦して元に戻ったが、1970 年代に海
底油田が発見させると、パイプラインでイギリスやドイツ
に送り、今では、ロシア、サウジアラビアに次ぐ原油輸出
国となっている。石油採掘はほぼ国有企業が行っており、
この潤沢な収益は、国民に配分され、福祉国家として世界
でもっとも豊かな生活を支えている。但し、国の電力はほ
とんどを水力発電で賄っている。
ノルウェーが世界一を誇ることには他にもあります。
・世界で最も男女間の平等（びょうどう）が浸透している
国で、男女間の機会 均等、社会参加、利益などすべて
世界一だという。
・ロータリークラブにも世界一の部分がある。
→ロータリアン総数世界順位
①アメリカ、➁インド、③日本 （以前は日本が第 2 位）
→ロータリアンの人口比率
①ノルウェー（1 人/368 人）
、②フィンランド、③デンマ
ーク、④オーストラリア…（日本 1 人/1424 人）

＜ニコニコＢＯＸ＞
ヴィクトリアさんのご来訪を歓迎致します。卓話を楽しみ
にしています。最近例会出席率が低迷しております。お忙
しいとは思いますが欠席された方は是非メーキャップに
ご協力ください。
理事役員一同
ヴィクトリアさんお久しぶりです。冬も終わりに近づき暖
かくなってきました。勉強に遊びに楽しく過ごしてくださ
い。卓話楽しみにしています。道下さん久しぶりです。身
体にはくれぐれも気を付けましょう。
平林 英一

東医に通っていた二男が無事卒業でき、卒業式に行ってき
ました。在校生や理事長のスピーチにありましたが、日本
一誘惑の多い所（歌舞伎町のすぐ近く）の大学でよく卒業
できたもんです。真面目な僕の DNA の御蔭だと思いますの
でニコニコへ。
高木 純
妻の誕生日にお花をありがとうございました。 中田 学

