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12 月 13 日(木) 晴れ
●ソング／それでこそロータリー
●司会／吉田聡子会長
●ゲスト／青少年交換学生
ジュリア・シッパーズさん
青少年交換学生 札幌大通 RC
トォマス・マレンクさん
●ビジター／札幌西 2 名、札
幌手稲 1 名
●ビジター挨拶／札幌西 RC 石黒直文様・伏木淳様／
毎年、札幌西 RC で親睦合唱
祭に参加しています。
「第 24
回全日本ロータリークラブ
親睦合唱祭」が 5/25(土)に
郡山市にて開催され、
5/24(金)〜26(日)の2泊3日
で旅程を組み、周辺観光も企画する予定です。今年は西・
西北・手稲の札幌西側のクラブで合同チームとしての登
録を検討しています。西北 RC からも 10 名位の参加をお
待ちしています。
●12 月 13 日出席率／会員 34 名中欠席 10 名、規定除外
者 3 名 67.7%
●11 月 29 日確定出席率／会員 34 名中欠席 8 名、規定除
外者 5 名 72.4%
●会長報告／札幌手稲 RC 山田啓一様より、合同例会の
時に多米会員と新谷会員の素敵な写真を撮影できたので、
お 2 人とクラブに額に入れたお写真をプレゼントして頂
きました。ありがとうございました。

●幹事報告／前回例会終了後、定例理事会を開催しまし
たのでご報告致します。年間プログラムについて各卓の
通り承認されました。／ガバナー月信 12 月号が届きま
した。入口に置いてありますのでお持ち帰りください。
●委員会報告／広報・会員増強委員長 松下徳良会員／
ﾌﾞﾚｽﾄ BOX に会報アンケートについてのアンケート集計
結果を配布しました。今後、この結果を持ちに委員会で
検討、場合によっては理事会で話し合いを行っていきた
いと思います。
地区青少年交換委員会 望月陽介会員／12/8(土)・
9(日)にジュリアさんと、
地区青少年交換委員会主催の宿
泊研修に参加し、美瑛町に一泊で行ってきました。
12/16(日)には、サッポロ・インターナショナルナイトに
ジュリアさんとトォマス君と参加してきます。学校は
12/21(金)が修了式ですので、
その日がジュリアさんの山
の手高校での学校生活最後の日となります。帰国は
1/4(金)15 時発の便を予定しており、
送別会を 12/27(木)
に開催いたしますので、後日案内を発送致します。
●主要プログラム
『一年間の活動報告』
・青少年交換学生
ジュリア・シッパーズさん
・地区青少年交換委員会
望月陽介会員
なんと！会報で記載するはずのスピーチ原稿をジュリ
アが無くしました！ 代わりに受入学生ジュリアとの
一端をご紹介致します。12/13 Julia の卓話が無事終わ
って、
、
、
「ジュリア(^.^) ありがとう よかったよ」

ジュリアと私は多くを LINE でコンタクトしましたが、
それはいつもこんな感じでした。ひらがな会話です。あ
る時ですが、青少年交換委員会の会合があった際、待ち
合わせ時間に不具合が生じた中で私が英文、彼女が日本
文での風変わりな LINE のやりとりを紹介します。
Julia
mochiduki
『Late〜』
「Call me！LINE phone」
「You don’t panic !! when you set on the subway ?」
『申し訳ありませんが、私の電話はバッテリー切れです』
「Oh No !」
『今、審査ぽろ』
「OK」
『しんさぽろ』
『いきます』
「OK」
『OK!!!』
『つぎは おどり』
「はーい まってるよ」
突然であり、青少年交換プログラムについて何の知識
も無かった中で、クラブカウンセラーとして受入学生ジ
ュリアとの１年が始まりましたが、果たして責務を果た
せたか？と考えると最低限はサポート出来たか？といっ
たレヴェルですが、1 年間の交換プログラムをジュリア
は無事終えます。しかし、最後まで気が抜けません。

ジュリアは何度もホームシックに罹りましたし、幾度か
の困難をも乗り越えてここまできました。大きな困難に
ぶつかった時、公園のベンチに座って大事な話をした事
がありました。その時に彼女はとても強い心を持ってい
ると感じ、長い留学生活を必ず最後までやり遂げる事を
確信した事を懐かしく思い出します。クラブ、ホストフ
ァミリーを始め、山の手高校、日本語教師等、関係者の
皆様のおかげで今、こうして成長した彼女を見る事が出
来ました。ジュリアとは 2017‑2018 受入学生のグレース
やイーサン・ヴォー、2018‑2019 のリリー、トゥオマス
と共に地区や青少年交換委員会の多くの行事に参加、一
方、ジュリアとは旭山動物園や美瑛でのサイクリングツ
アー、来日したご両親とも積丹半島にも出かけた事もあ
りました。リリー、トゥオマス、菊田会員の長女と一緒
に旭岳にも足を運ぶ等、私にとってはとても思い出深い
11 ケ月となりましたが、ジュリアにとってはどうたった
のでしょうか？しかも、英会話が出来ないカウンセラー
の私に対し日本語で対応？してくれたジュリアに感謝で
す。大事な事を彼女に伝えようと英語を交えて話すと私
に、
「にほんご！」とよく言い返されたものでした。ジュ
リアがこの 11 ケ月の経験を通じて帰国後さらなる成長
のステップに繋がる事を楽しみに又、その事を願うばか
りです。西北 RC の皆様、ご理解とご支援有難うございま
した。

吉田聡子会員：ジュリアの卓話楽しみです！西 RC の石黒委員長、伏木さん、お越し頂き有難うございます！
西 智樹会員：ジュリアさんの活動報告を楽しみに拝見させて頂きます
海野 均会員：ジュリアの卓話楽しみにしております。
松下徳良会員：ジュリアの卓話楽しみです。
中嶋成実会員：ジュリアさんお疲れ様でした。日本を楽しみましたか?
池﨑 潤会員：本日もよろしくお願いいたします。
遠島芳然会員：今日で 61 歳です。本人の誕生日祝。
菊田 等会員：本日の卓話、ジュリア頑張ってください。
札幌西 RC 石黒直文様：お邪魔致します。(札幌西 RC 音楽委員長)
札幌西 RC 伏木 淳様：一緒に合唱やりましょう！よろしくお願いします。
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市内他クラブのプログラム
(金) 札幌幌南 年末親睦家族会
（札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ）
(金) ﾗｲﾗｯｸ衛星 定例会
(土) 札幌手稲 クリスマス家族会
法定休日の為、休会
(月) 札幌南
法定休日の為、休会
(月) 札幌北
法定休日週の為、休会
(火) 札幌西
(火) はまなす 法定休日週の為、休会

次回プログラム
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札幌清田 法定休日週の為、休会
大通公園 法定休日週の為、休会
モーニング 法定休日週の為、休会
法定休日週の為、休会
札幌
上期年度を振り返って (ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ)
真駒内
法定休日週の為、休会
新札幌
理事会裁量により休会
札幌東

年始のご挨拶

中嶋会員・小林会員・布川会員・海野会員・前島会員
ソング：君が代・クラブ会歌
例会場：三越札幌店４Ｆライラック

例会日：毎週木曜日１２：３０

会報委員／○松下徳良、望月陽介、遠島芳然、出口元治
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