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　2009ー 2010年度テーマ
R . I . テ ー マ	 「ロータリーの未来はあなたの手の中に」
	 	 R . I . 会 長	 John		Kenny
2580地区テーマ	 「ロータリーの未来はあなたの手の中に」
	 	 地区ガバナー	 多 　田　　　宏
クラブテーマ	 「感謝の心で行動を」	 クラブ会長	 小 　林　雅　純

今後の卓話予定

本日の卓話

６/16	 「象牙四方山話」	 ㈱大熊象牙製作所　代表取締役　大熊俊夫様
	 	 	 紹介者　上原洋一君
６/23	 今年度事業報告	 　幹事　古谷輝彦君

「北欧の豊かな暮らしとは…幼児期に培われる感性」
㈲フォルム SKR　代表取締役　テキスタイルデザイナー　川上玲子様　紹介者　長堀映司君

前回（6/2　1177 回例会）の記録
来　訪　者　紹　介（1177回例会）

	総会員数	 休　会	 出席免除	 出　席	 欠　席	 出席率	 修　正　出　席　率

	 45 名	 1 名	 ２名	 37 名	 5 名	 88.1％	 1175 回例会修正　欠席 3名・出席率 92.68％

出　席　報　告（1177回例会）

会長報告＜小林会長＞
・先週は夜間例会が開催されました。御婦人
方にも御参加頂き楽しい例会をもつことが
できました。卓話では大村彦次郎様より浅
草出身の久保田万太郎、川口松太郎、そし
て池波正太郎のことについて１時間お話を
聞かせて頂きました。私は早速、筑摩書房
より出版された本を購入し読んでおりま
す。又、聖天様には池波正太郎の石碑が建っ
ており、大正12年にこの地で生まれたと書か
れておりました。現在の地名では浅草７丁目
３番の辺りになると書かれておりました。

・６月の会長予定、例会以外について

６月１日　ハイアットリージェンシー東京：
カンボジアクリアランド完遂記念、感謝の夕べ
６月３日　京王プラザホテル：４月にシカゴ
で開催される規定審議会の報告会。戸田一誠
規定審議会代議員の報告。
６月４日　東京ドームホテル：新旧会長、幹
事会の開催
６月12日　国立オリンピック青少年総合セ
ンター：青少年交換来日学生帰国前報告会と
来日学生、派遣予定学生合同歓送会
６月30日：東京グランドパレスホテル：多
田宏ガバナー主催　2580地区の「納めの会」
沖縄も含む　

◆ゲスト 5名 交換留学生　アントネラ	様・山本絵理	様	
  	会長奥様　小林理恵子	様・幹事奥様　古谷幸子	様	
  斎藤会員奥様　斎藤佳子	様	
◆ビジター ０名 

幹事報告＜古谷幹事＞
・本日例会終了後例会場において新旧理事会
を開催します。
・今年度報告書を16日まで提出願います。
・創立10周年を記念して台東区に寄附した

「東京都台東区東京浅草中央ロータリーク
ラブ緑化推進基金」について平成21年度末
基金残高	100万円、運用収入額	6,507円と
いう報告が住吉台東区長よりありました。

年間100％出席	 　　小 林 雅 純 君　14回	　　矢 野 幸 士 君　10回	



　　 卓　話

交換留学生…終わった一年＆これからの一年

●　●　●　●　●　●　●　●　来日留学生　アントネラさん



　　

●　●　●　●　●　●　●　●　派遣留学生　山本絵理さん

　みなさんこんにちは。私は夏からハンガリーに
留学するための準備として、ハンガリー語を習い
始めました。先ほど言ったのが私の唯一話せるハ
ンガリー語の１つです。「こんにちは」のあいさ

つに始まり自分の名前、年などの自己紹介もやっ
と出来るようになりました。ハンガリー語は、世
界で中国語に次いで２番目に難しい言語だと言わ
れています。ハンガリー語を勉強すると言った時、



　　

私はよく、「日本人にとっては、文法も似ている
し親しみやすいよ。」と言われました。ですが…
そんな事はなく、文法も英語に似たり日本語に似
たりとグチャグチャで、単語は他の国と全くと
言っていいほど違います。唯一同じなのは、「コー
ラ」だけです。また発音も難しく、日本語にはな
い発音が多く使われています。そして何より喋る
スピードが本当に早く（言う）みたいな感じで、
聞き取るのだけで精一杯です。まだまだ、始めた
ばかりと言う事もありますが、ハンガリー語は本
当に難しいという事には違いありません。また私
がハンガリーに行くと言う度に驚かれるほど、あ
まり日本ではハンガリーについて良く知られてい
ません。そのため、ハンガリー語教室や、ハンガ
リー語の辞書などを探すのが大変でした。教室は
都内に３件しかありませんし、本屋さんに言って
もハンガリー語の本が無いという事も良くありま
した。私はまだハンガリーに行った事はありませ
んが、ここで小さな親善大使として、これから行
くハンガリーについて、いろいろ調べてみました。
　まず、皆さんもご存知のように、ハンガリーは
東ヨーロッパにあります。元々アジアの方から馬
にのったフン族がやってきた所がハンガリーの始
まりだと言われています。そのため、日本人や
アジア人に優しく、親日的だと教わりました。ま
た、内陸国家としても有名です。西にオーストリ
ア、スロベニア、北にスロバキア、東にウクライ
ナ、ルーマニア、南にセルビア、南西にクロアチ
アと７カ国に囲まれています。そのため、海は遠
く、魚介類といえば、ドナウ川のなまずくらいで
す。私は、魚介類が大好きなのですが、１年間お
魚はお預けになってしまうのが心細いです…
　先ほどちらっといいましたが、ハンガリーには
ドナウ川が流れています。私が１年間お世話にな
るブダペストは、ドナウ川により、新しいまちの
ペストと古いまちのブダとにわかれています。ま
た、ハンガリーは「ドナウの真珠」といわれる程
美しく、輝きを持ったものだと言われています。
ハンガリーでは、ユーロはまだ使われてなく、フォ
リントという単位が使われています。フォリント
は日本で交換する事が出来ません。ですから、ハ
ンガリ一にユーロを持って行き、ハンガリーでま
た両替というようなやり方しかありません。そん
なハンガリーですが、今ユーロに入るかどうか考
えられていて、噂によると、来年から入るという
説もあります。
　ハンガリーは世界遺産でも有名です。国内に８
つあります。数は少ないかもしれませんが、ドナ
ウ河岸ブダ城地区とアンドラーシ通りを含むブダ
ペスト自体が世界遺産になっていたり、他にも
トカイ地方のワイン産地の歴史的文化景観がそう
だったりと、物だけでなく街そのものや、景色が
世界遺産になっているほど美しい国なのです。
　そんなハンガリーは文化的にも優れています。
音楽が特に有名ですが、作曲家の「リスト」「コダー

イ」たちはハンガリーで育っています。もしかす
ると、ハンガリーと聞いて、ブラームスの「ハン
ガリー舞曲」を思い浮かべた方もいらっしやるか
もしれません。今でも、ハンガリー音楽大学は世
界一流の音楽学校であるように、音楽、ピアノの
レベルは高いと言われています。
　ハンガリーについて沢山お話ししましたが、私
はまだハンガリーに踏み出した事はまだ１度もあ
りません。今お話しした内容は、インターネット
を調べて分かった事、本を読んで分かった事です。
８月になり、本当に自分の足でハンガリーに足を
踏み入れた時、自分の目で自分の耳で自分の足で、
見て、感じて、学んで来たいと思っています。日
本人があまり多く訪れないハンガリーですが、小
さな親善大使として、日本の伝統的な文化を伝え
るだけでなく、ハンガリーの素晴らしい世界を吸
収して、日本に持って帰ってきたいです。
　この１年間、茶道や ROTARY行事で学んだ、
日本の伝統的な文化の素晴らしさ、礼儀を重んじ
る事の大切さ、文化を守り続けて行く人々の心の
大切さなど、作法だけでなく日本人の素晴らしい
心もハンガリーの人々に伝えたいと思っています。
　ハンガリーと日本では、文化も違いますし、た
どってきた歴史も違います。ですが、人々が心を
通じ合わせ、コミュニケーションをするという事
はかわらないはずです。インターネットや本では
知る事のできない、人との心の関わりを持ち、沢
山の文化を交流できるよう、頑張って行きたいと
思います。
　私が小さな親善大使として、ハンガリーに行く
事ができるのは、沢山の方々の暖かい心と親切な
手を差し伸べて下さったからこそだと思っていま
す。私のスポンサークラブである、浅草中央ロー
タリークラブの皆さん。本当にありがとうござい
ます。これからやっと待ちに待った、ハンガリー
生活がやってきますが、そんな生活が充実するよ
うにと、１年前から例会にお邪魔させていただき、
いつでも暖かい笑顔で迎え入れてくださり、色々
なお話を聞き勉強になる事が沢山ありました。日
本を離れても、ROTARYという素敵なグループ
で世界は１つだから、いつでもつながっていると
いう事も教わった気がします。
　１年という長くて短い期間ですが、皆さんの期
待以上に沢山の事を吸収して、大きく成長して
帰ってきたいと思います。本当にありがとうござ
います。そしてこれからもよろしくお願いします。
　最後になりましたが、皆さんに感謝の気持ちと
して、ピアノを弾きたいと思います。私は音楽は
世界共通語で、世界は音楽によって１つにまと
まっていると信じています。小さい頃から、嬉し
い時も悲しい時も、どんな時も音楽がそばにいて
くれるだけで心が豊かになりました。そんな音楽
が、みなさんの心にも届きますように…
　曲は、ドビュッシーの「月の光」とディズニー
の「くまのプーさん」です。どうぞお聞きください。



ニコニコボックス
＜小林、古谷＞
・本日入会の馬場洋介さん、入会おめでとう
ございます。お互いに頑張りましょう。

＜伊石、高木＞
・小林博さん、先日はまたまたごちそう様で
した。いつもスイマセン。又宜しくお願い
します。

＜河合＞
・お誕生日のお祝いをしていただき、ありが
とうございました。

＜上原＞
・お誕生日のお祝いをしていただき、ありが
とうございました。

＜宮村＞
・結婚祝のお花ありがとうございました。47
回目です。金婚式まで頑張ります。

＜吉田＞
・結婚記念日の花束ありがとうございます。
46回目です。

＜井田＞
・結婚記念日のいつになく綺麗なお花をお贈
りいただき感謝申し上げます。もう39年
たったような気がします。

＜岩戸＞
・先週、大村彦次郎さんの卓話に際しては会
員の奥様方に出席していただき感謝です。
皆さんのご要望があれば再度の卓話をお願
いしたいと思います。

＜井田、潮田、長堀、永井、上野、伊石、
本、笹生、矢野＞

・馬場洋介さんの入会、心より歓迎いたしま
す。これからどうぞ宜しくお願い致します。

＜原田、永井、長沼＞
・本日、卓話のアントネラさん、山本さん、宜
しくお願いします。楽しみにしています。

＜小林（雅）、古谷＞
・本日卓話して下さる来日留学生のアントネ
ラさんと派遣留学生の山本絵理さん、今日
は宜しくお願い致します。スピーチ楽しみ
にしています。

＜今週担当　柿沼常夫＞

委員会報告
＜次年度プログラム委員会　長沼委員長＞
・次年度魅力ある例会づくりの為に卓話者の
ご紹介をお願い申し上げます。紹介カード
ご記入の上、プログラム委員会まで、提出
下さいます様、ご協力お願い致します。

＜ロータリー財団委員会　宮村委員長＞
・米山ロータリー財団の寄附・積立金の集金

を来週の例会に行いたいと思いますので、
宜敷く御協力下さい。

＜親睦委員会　伊石委員長＞
・いよいよ今月末の研修旅行が近づいてまい
りました。次回９日の例会頃より集金させ
て頂く予定です。宜しくお願い致します。

新入会員の馬場洋介君
幹事挨拶の後、入会式が行われ
ました。


