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●点 鐘
●ロータリーソング
われらの生業
●四つのテスト
●ビジター・ゲストの紹介
高山市海外戦略課 エリザベス・パン様
●会長の時間
会長 大原 誠
みなさん、こんにちは。
第 1289 回例会、会長の時
間のご挨拶を申しあげま
す。ゴールデンウィークが
終わってしましました。皆
さん如何お過ごしだった
でしょうか？日本全国、ど
の地域も緊急事態宣言、ま
ん延防止重点措置もない、
3 年ぶりに行動制限が無いなかでの連休でした。新
緑のなかを、御家族とともに旅行、レジャー、ゴル
フにお出かけになられた会員の方も多かったこと
と思います。飛騨総社、一之宮水無神社始め、飛騨
各地の春祭りも無事開催されており、コロナ禍に
あって飛騨地域の経済・社会活動に活気が出始め
ているようでして、私自身も解放感とともに気分
的にも晴れた気がいたしました。高山にも大変多
くの観光客の方にお越しいただき、街中は久しぶ
りの賑わいを見せていましたが、宿泊された方が、
食事するところがないという、
“夕食難民”と言わ
れる問題もあったと伺っています。一方で、内閣府
や厚労省からは、引き続き感染予防対策の徹底が
求められていますので、留意しなければなりませ
ん。さて、4 月 25 日、研修委員会高原委員長様始
め、清水様、田中様、そして推薦された長瀬様、高
原様にお時間をいただき、事務局隣の会議室にて
新入会員オリエンテーションを開催させていただ
きました。新入会員の中屋出様には、この後、入会
式を準備していますが、本日 40 歳台の若い会員を
迎い入れることができますこと、大変うれしく思

っています。中屋さん、末永くよろしくお願いいた
します。また、入会を勧めていただいた長瀬様、高
原様には、ご尽力いただき、ありがとうございまし
た。本日のプログラムは、入会セレモニーのあと、
国際奉仕委員会の講師例会となります。今日お招
きしました、高山市国際交流員エリザベス・パン様
の卓話がございます。時間が限られていますので、
会長の時間は以上とさせていただきます。

●幹事報告
幹事 下田 徳彦
◎RI 本部より
・ザ・ロータリアン誌
〇濃飛グループガバナー補佐
より
・濃飛グループ会長幹事懇
談会中止のお知らせ
〇ロータリー米山記念奨学会
より
・ハイライトよねやま 265
〇高山ロータリークラブより
・例会変更のお知らせ
・5 月 12 日・19 日 例会時間 12：50～13：30
・5 月 26 日（木）18：30～
ホテルアソシア 新緑家族例会
〇高山西ロータリークラブより
・例会変更のお知らせ
5 月 20 日（金）➝ 22 日（日）
穂高荘山のホテル 新緑例会
＜飛騨高山国際協会より＞
・令和 4 年度総会決議結果について
＜高山市都市提携委員会より＞
・令和 4 年度定例会の結果について
＜会報＞
・高山 RC ・下呂 RC
※ポリオ根絶募金 84,500 円振り込みました。
※旧看板（4 つのテスト・ロータリーソング 4
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高山市国際交流員

種類）破棄しました。

エリザベス・パン

様

＜入会セレモニー＞

新会員
生年月日
会社
役職
職業

中屋 出
1973 年 5 月 13 日生
株式会社 飛騨ダイカスト
常務取締役
自動車部品製造業

●国際奉仕委員会

委員長

岩垣津

亘

昨年 10 月よりオ
ファーしており
ました高山市国
際交流員で市役
所 2 階の飛騨高山
プロモーション
戦略部海外戦略
課のエリザベス・
パンさんにスピ
ーチしていただきます。今年 2 月 14 日の例会にス
タンバイしていただいていましたがコロナ感染症
の為まん延防止期間になり、例会も休みになり、今
日に延期していただきました。2 月 14 日予定のパ
ワーポイントを準備していただいていましたが、
また今日の為に一から資料を準備していただき、
私と同じくとてもまじめな彼女です。今日の為に
事前にインタビューしていますので彼女を紹介し
ます。出身はアメリカカリフォルニア州チノ・ヒル
ズ市で高校のバスケットボールで有名な町です。
生年月日は 1997 年 5 月 17 日生まれ。来週誕生日
だそうです。家族は 6 人家族です。趣味は御朱印
帳そしてカラオケだそうです。特に私と一緒なの
ですが、吉幾三の唄が大好きだそうです。性格は積
極的、情熱的で日本語翻訳機で答えたのがおしと
やかだそうです。休日には、小旅行、華道、神社、
寺、グルメだそうです。夢は大学院に進み、作家活
動をすることだそうです。
それではスピーチお願いします。

皆様、こんにちは。
初めまして。高山市役所、海外戦略課のエリザベ
ス・パンと申します。本日、アメリカについて発表
させていただくことを楽しみにしております。ど
うぞよろしくお願いいたします。
①自己紹介
出身はカリフォルニア州チノ・ヒルズ市です。チ
ノ・ヒルズ市はロサンゼルス市の東部にあり、高山
市と同じように山で囲まれています。学歴はカリ
フォルニア大学サンディエゴ校の卒業生で、英文
学の専攻と日本語学の副専攻でした。そして、2018
年には国際キリスト教大学へ短期留学していまし
た。卒業後は 1 年半フリーランスの和英翻訳者と
して働いており、文芸雑誌の編集者としてボラン
ティアをしていました。将来について、大学院生ま
たは博士の道に進み、作家の活動を続ける予定で
す。大学に通う時には中国の獅子舞の団体に参加
していました。
②家族紹介
次に、家族についてお話します。多くのアメリカ人
と同じように家族は移民の歴史を持っています。
アメリカに移民する前に家族は満州の大連市と東
部にある塩城市に住んでいましたが、国共内戦の
影響で台湾の台中市に移民することにしました。
祖父は台中市で大学の数学教授として働いて、そ
して退職した時に祖母と共にアメリカに引っ越し
しました。
③出身の紹介
アメリカの紹介をする前に雑学タイムを行いたい
と思います。
・アメリカの公用語は何でしょうか？➝なし
アメリカは公用語がありません。理由は、アメリカ
が色々な移民コミュニティで構成されますので、
公用語を指定すると移民コミュニティの 1 つを特
にえこひいきする恐れがありました。厳密にはア
メリカの歴史で全移民コミュニティが同等ではあ
りませんが、公用語なしということはアメリカの
理想的、象徴的な特徴だと言われています。
こちらではアメリカのことについて紹介したいと
思います。アメリカが国になる前には 600 部族以
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上いました。今まで民族が住んでいる所を正確に
代表できる地図がありませんが、欧州の入植者が
到来して初めてアメリカが国化され、今の形にな
りました。アメリカは複雑ですが、基本情報につい
てお話ししましたら要するのは 4 つの点です。ア
メリカの総合人口は 3.3 億人で、そして面積は 900
万平方メートルです。
首都はワシントン DC にあり、
さらに代表的な標語は「我々は神を信ずる」と言わ
れます。この標語をご覧いただくと、アメリカでの
キリスト教の影響が感じられると思っております。
次に故郷の事を紹介させていただきたいと思いま
す。チノ・ヒルズ市はロサンゼルス市に近くあるベ
ッドタウンの一つで、7.4 万人の総合人口を持って
います。面積は 115 平方メートルで、市になる前
に牧場の町として知られていました。1 年を通して
の平均温度は 25 度です。夏はどこでも茶色しか見
えないですが、春が来る時には緑がいっぱいな環
境になったり、野花が咲いたり、雨がよく降ったり
しています。そして、一番大きな行事はクリスマス
です。次いで、2 番目の雑学クイズを行わせていた
だきます。
・アメリカ国旗の★はどんな意味を持っています
か？➝答えは州の数です。アメリカの国旗で 50 個
の★があります。最近、プエルトリコは州になるか
どうかという議論があって、もし州になったら星
の数が 51 個になるかもしれませんね。
④アメリカのコロナ状況
オミクロン株の影響で 1 月に深刻な状態になりま
したが、アメリカの 6 波は落ち着いてきました。
日本と比べたら色々な対策が違いますが、重要な
違いはマスクの着用義務化とコロナ検査やワクチ
ンの配り方です。例えば、アメリカ政府はマスク着
用義務化が市役所のような自治体の施設だけで行
っています。私的な営業ならマスク着用義務化が
あるかどうかは事業主によって違います。そして、
Operation Warp Speed というのは国民が車に乗っ
たままでワクチンを投与するプログラムでした。
アメリカ人は無料のコロナ検査も車のままで受け
られます。さらに、州によってコロナ対策も違いま
す。カリフォルニア州なら色々な自治体で全施設
のマスク着用義務があったり、学生のワクチン接
種を義務化したり、ワクチン接種者向けプライズ
の抽選も行ったりしていました。例えば、2020 年
5 月からカリフォルニア州で接種すれば、1.7 億円
や観光ツアーを獲得する可能性があります。最後
にはディズニーランドでワクチンを配っていまし
た。当時はディズニーランドに入って遊べません
でしたが、一日当たり 7,000 人以上ワクチンを接
種することができました。
⑤アメリカのロータリークラブ
アメリカでのロータリークラブを紹介する前に最
後の雑学クイズを行わせていただきます。

・アメリカのロータリークラブで大切なスピーチ
を行った日本人はだれでしょうか？➝徳川家達で
す。
1930 年に国際ロータリーの 25 周年の記念式典で
平和についてのスピーチを行いました。
今のロータリークラブは 46,000 クラブ以上ありま
すが、こちらから地元のロータリークラブと大学
のローターアクトを紹介したいと思っております。
まず、チノ・ヒルズ市にはロータリークラブがあり
ませんが、一番近いロータリークラブは同じ地域
のノルコ市にあります。ノルコ市の独特な特徴は
学校でも職場でも市民が馬で通っていることで、
その由来でロータリークラブのロゴは馬が入れて
あります。さらに、ノルコ市のロータリークラブの
活動は主にコミュニティイベントです。例えば、コ
ンサートを開催したり、BBQ を計画したり、ビンテ
ージ車のイベントを行ったりしています。一方で、
カリフォルニア大学サンディエゴ校のローターア
クトはボランティアイベントを主に行っています。
食料銀行から犬の収容所に至るまで色々なところ
でボランティアの機会を提供していらっしゃいま
す。そして、参加者はほぼ若者で、特にカリフォル
ニア大学サンディエゴ校の学生とサンディエゴ地
域で働き続けることにした卒業生です。
⑥高山の感想
最後に高山の感想についてお話ししたいと思いま
す。実は高山に来て初めて高山市に対する認識が
生まれていました。アメリカではコロラド州にあ
る姉妹都市のデンバー市を除いて高山市に対する
認識が低いと言えますが、個人的には高山市のこ
とを調べれば調べるほど興味を持ち始めました。
高山市に来た時は古い町並みから東山御寺郡に至
るまで色々なところで高山市の長い歴史が分かり
やすく、自然があふれ、独特な食文化を持っている
気がしています。しかし、高山市で一番大切にした
い経験は市民と交流することです。皆さまと貴重
な思い出を作れることはとてもありがたいです。
高山市で半年間しか働いていませんが、こちらか
らも市民の皆さまとたくさんいい思い出を作って
いくことを楽しみにしています。
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5 月のお祝い
＜会員誕生日＞
小出
中屋
高橋
島
道下

貴博
出
厚生
良明
利一

Ｓ４６年
Ｓ４８年
Ｓ４９年
Ｓ２４年
Ｓ４１年

５月１２日
５月１３日
５月２０日
５月２６日
５月２８日

＜夫人誕生日＞
水口 邦博 保代
堀口 裕之 潤子

５月１７日
５月３０日

＜結婚記念日＞
岩垣津 亘
中田 専太郎
高橋 厚生
松之木 映一

５月 ８日
５月２１日
５月２４日
５月２６日

Ｓ５３年
Ｓ５８年
Ｈ１５年
Ｓ５４年

＜ニコニコ BOX＞
高山市海外戦略課のエリザベス・パン様には
後ほど卓話の講師をよろしくお願い致します。
新入会の中屋 出様、ご入会おめでとうござ
います。今後、ロータリー活動を通して益々
ご活躍されることを祈念申し上げます。
理事役員一同

端午の節句には、4 日 5 日と Tokyo に行って
来ました。表参道を歩きました。やはり Tokyo
はいいなーとつくづく思いました。
高木 純

本日は国際奉仕委員会担当例会で、高山市国
際交流員のエリザベス・パンさんにスピーチ
をして頂きます。どうぞよろしくお願いいた
します。
岩垣津 亘

天候の良いゴールデンウイークもアッという
間で、孫の世話でお疲れの毎日でした。昔は
テニス三昧の毎日でしたが大違いです。ニコ
ニコへのご協力ありがとうございます。
平林 英一

中屋さんのご入会を歓迎いたします。末永く
お付き合いの程よろしくお願い申し上げます。
また、新会員オリエンテーションにご参加頂
きました、大原会長を始め関係各位には感謝
申し上げます。
高原 清人

林君のホールインワンコンペで優勝させて頂
きましたのでニコニコへ。
三枝 祥一

本日、早退させて頂きます。

鶯塚 英雄
岡﨑 壮男
井ノ下 雄志

