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皆さんこんにちは！
初めに本日のゲストをご紹介いたします。語学コーディネーターの
三宅美知子さんです。今日は国際奉仕委員会担当で「アルゼンチンの
日本人学校」と言う題で卓話を頂きます。興味深い話で楽しみです。
宜しくお願いします。
先週の移動例会「東日本大震災復興祈念桜の植樹」新しく舞鶴山の麓を整備しております。
駐車場に東クラブ 30 周年事業として、合わせて桜 3 本の植樹でございます。大きな花を咲
かせ多くの方々からひたしまれるよう、お祈りしたいと思います。
11 月 5 日（日）に開催されました天童ラ.フランスマラソンに出場者 6500 名という参加
私ども東クラブにボランテアのお手伝い要請がありまして、寒いなか高橋英さん半澤さん小
関さん益田さんの若い 4 名のメンバー皆さんのお手伝いを頂きました。また選手として出場
されました野川さん上位でのゴールおめでとうございました。
12 日（日）は寒河江で地区大会が開催されます。特に新会員の方は参加され少しでも早
くロータリーを知り、そして早く親しまれますよう参加をお願いします。
最後になりますが今話題のアイスキャンディー、サンデータイムスの一面に載っています
が赤城製菓のガリガリ君温泉まんじゅうの味、他市に先駆けて販売今日は皆さんに私からプ
レゼントします。ボンちゃんの饅頭と同じ美味しです。
今日は報告と連絡になりましたが挨拶といたします。
本日の卓話
「アルゼンチンの日本人学校」
語学コーディネーター

三宅美知子

氏

本日は、私の大好きなアルゼンチン、アルゼンチンの日本人学校を
紹介させていただける、機会を頂き、有難うございます。
私は、2007 年 4 月より、中学校の英語教員である夫がブイノスアイ
レス日本人学校に派
遣されたことに伴い、ブイノスアイレスに
3 年間おりました。駐在妻という立場になるのでアルゼンチンの事なら何でも知っている訳
ではないが、お話できるのは私が実際体験した事見聞きした事を基に私が学び感じたこと

をお話します。夫も私も日本人学校での勤務を希望していましたが、世界のどこの国の学
校に派遣されて行くのかわかりませんでした。派遣時、長男が小学校に入学時でしたし、
できれば少人数の学校が良いなと話しておりました。文部科学省から派遣先はアルゼンチ
ン・ブイノスアイレスの日本人学校と聞かされたとき、アルゼンチンはどこ？から始まり
夫が英語の教員なので英語圏だと思っていましたが、南米とはノーマークでした。南米の
ことに調べていくと治安の事、言葉の事が心配になりまず思い浮かべるのは、ドラッグデ
ィーラー、誘拐、殺人事件等の多さです。アルゼンチンに行く前までは語学は英語のみ、
スペイン語を学ぼうと思ったことなく言葉の不安もありました。しかし、行って見たら、
そこは私にとっては天国でした。あちらの生活に溶け込みましたし 3 年いてドラッグティ
ーラーに出くわすことはありませんでした。盗難は路上駐車していた夫の車の取り外し出
来るオーディオセットが一度盗まれただけでした。殺人事件にも、巻き込まれず、無事に
帰ってこれました。私たちが 3 年間いた時には、おそらく今より景気が良く、それほど犯
罪が多くなかったかもしれません。
ブイノスアイレス日本人学校について
運営主体-日本文化教育協会（S.43 年設立） 学生数-Ｓ.56 年 121 名（小：89 中：32）をピ
ークに毎年減少 2008 年に 25 名、2015 年（小：17 中：2）の 19 名 学費-現在、年間６万円
位 派遣教員 8 名現地職員 3 名で運営 少人数教育で教科担人制 給食-週 3 回和食（レス
トランより）2 回おかず付き弁当持参 英会話、スペイン語会話週 2-3 時間の授業通学バス
で登校、日本と同じ教科書使用帰国時に困らないように、日本の文化や習慣を学ぶ機会を
多く取り入れている、
（百人一首大会・運動会・遠足・天体観測等）日本語を気兼ねなく話
せる場所になる。他国の文化や国民性の違いを学ぶことで、日本人としてのアイデンティ
ティを培う事ができる。やはり母国語がしっかりしていなければ、外国語はきちんと身に
付かない。現地日本企業からのバックアップも大きいことです。今日はありがとうござい
ました。
幹事報告

相馬

勝博

幹事

1.
2.
3.
4.

11/12 地区大会マイクロバス利用者は 8：30 分市役所出発時間前に集合して下さい。
天童商工会議所より、新春賀詞交歓会の協賛・後援のお礼と案内チラシが届いてます。
TNK 東日観光㏍より 2018 年国際ロータリー年次大会（トロント）参加旅行案内届く。
国際ソロプチミスト天童より、チャリティーコンサート案内届く。
日時：11 月 29 日（水）18：00 より 場所：ほほえみの宿 滝の湯
5. 例会終了後、理事役員会を行います。
11 月誕生日
白鳥 功さん 佐藤栄治さん 櫻井秀一郎さん 志田泰久さん
誕生日おめでとうございます。 （ソフトドリンクで乾杯）

委員会報告
プログラム委員会
志田泰久委員長
① 11 月 15 日は 12 日の地区大会の振替休会
② 11 月 29 日は 26 日の第３ブロックＩＭの振替休会
以上２回振替休会がありますのでご注意下さい。

ロータリー財団・米山奨学委員会
斎藤幸雄委員長
先日お願い致しました米山奨学会特別寄付は 11 月末まで受け付けますので宜しくお願い
致します。
11 月 22 日担当例会でロータリー財団への特別寄付をお願い致しますので、宜しくお願
致します。

ラ・フランスマラソン ボランテア報告
高橋英治さん
11 月 5 日行われました天童ラ・フランスマラソンのボランティア報告させて頂きます。
天童東ロータリークラブとして半澤清彦さん益田秀紀さん小関芳重さんと私高橋英治
４名で荻野戸の第５給水所で６０名の皆さんと水・スポーツドリンク・ラ.フランスを
選手にお渡しするお手伝いをしてまいりました。今年のラ・フランスマラソン参加者は約
６５００名お手伝い１４００名内ボランテアの方８００名で行われました。当クラブから
野川さんがランナーとして第５給水所を、すがすがしいお顔で上位で通過して行きました。
第５給水所は１８キロ地点のところでありますので、後続のランナーになるにつれてマラ
ソンの過酷さが我々にも伝わって来たところがありました。野川さんお疲れさまでした。
当日はとっても寒く赤塚会長からは風邪ひかないよう防寒に怠りない様にと暖かい声を
かけて頂きました。

出席報告
永山和敏委員長
本日会員 53 名 出席者 40 名 出席率 85.1％
義務出席者 47 名

前々回出席率 78.7％に修正いたします。
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「たまにはアイス持って来て！」と分銅さんから言われてガリガリ君を
持参致しました。温泉まんじゅう味です。
三宅先生本日は卓話宜しくお願いいたします。 結婚記念日
本日の講師、三宅美知子さんようこそロータリーにいらっしゃい。
熱く歓迎致します。抱擁！アブラッソ！
結婚記念日 10/4 お花ありがとうございます。月遅れですみません。
第３ブロックゴルフ優勝おめでとう。東クラブの団結力の証でしょう。
今日 72 才になりました。
ガリガリ君ありがとう美味しかった。
ホンダカース山形東鳥越店が 11/1 に環境にやさしい整備工場で
山形陸運支局長賞を受けました。
ラ・フランスマラソンでボランテアされた方々、お疲れ様でした、我
ランナーが安心して走れるのもボランテアの方々のおかげです。
順位はハーフ部門 4000 人中 600 番台でした。
先週の植樹移動例会たくさんの参加有難うございました。皆様の協力
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・三瓶
誠
・永山 和敏
・加藤
亨

おかげで無事終了出来ました。
ラ・フランスマラソン野川さんお疲れ様でした。
社屋無事完成しました。
結婚記念日のお花を頂きました。毎年お心づかい有難うございました。
赤塚製氷創立 110 周年。小学生の時貫津の製氷プールで泳ぎました。有
難うございました。

・ 金
・佐藤

白鳥功社長お誕生日おめでとうございます。
きらやか銀行高橋支店長、昨日、一昨日と旅行有難うございました。

星
英伸

