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第 2835回例会

≪司 会≫  川崎 依子君

≪合 唱≫  「手に手つないで」
「静岡東ロータリー」

≪BGM≫   カンパニュラの恋

≪ゲス ト≫ 2009-10年 度ロータリ…財団国際親善奨

学生  村中 由美子 様

平成 29年 11月 30日  天候 晴

今回の幹事は図らずも前回優勝 して しまった私
の設営で開催させて頂きました。多少の不手際はご
容赦頂きたく思います。

当日は 10名 と少なめの参加でしたが、グス トと
して大村さんのご主人と、以前会員であった杉木 さ
んも参加 して頂き、楽 しく一 日を過ごすことができ
ました。

成績の方は、皆さん久 しぶ りの慣れないコースで
のプレーで、グリーンも難 しく苦戦をされたようで、
なかなかのスコアでした。公表は控えておきます。

プ レー終了後は静岡市内に会場を移 し表彰式 と
懇親会が開催 されました。会場は川崎さんの設定で
「しゅんまんJと いう、開店 してまだ間がない和食
のお店で、料理もおいしく、ボリュームたっぶ りの
和食コースと、飲み放題のお酒を満喫 してまいりま
した。

肝心の成績ですが、当日はオール 6イ ンチのリプ
レースoKで、ハンディキャップも上限なしのダブ
ルペ リアにて行いましたが、栄えある優勝者は、ス
ター トホールで 11打 をたたいた、細川 さんでした。
二位は神野さん、三位は中嶋さんでした。優勝され
た細川 さんには、優勝賞金や副賞と共に次回『あす
なろ会』の幹事という名誉ある称号が授与されまし
た。おめでとうございました。

次国の『あすなろ会』は参加者の総意で平成 30

年 3月 13日 火曜 日、細川 さんのお手配で随縁カン
トリークラブに決定されました。私は生憎予定が入
つてしまっていて心苦 しいのですが、次回は 5組 20

名の参加は頂きたく、皆様の協力、参加をお待ちし
てお ります。

以上、ゴルフも懇親会も大変楽 しかった『あすな
ろ会』ゴルフコンペの結果をご報告させて頂き、会
長挨拶に代えさせていただきます。

≪ビジター≫ なし

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

12月 3日 長島 秀親 君 11
12月 5日 長田 きみの君 12
12月 6日 勝山 回太郎君 12

≪会長挨拶要旨≫

結婚記念 日

月 30日 宮崎 貴久君
月 6日 稲森 照男君
月 6日 佐橋 徹 君

高田 雅司 会長
皆さん、こんにちは。
一昨日、火曜 日に富士宮ゴルフクラブにて『あす

なろ会』ゴルフコンペが開催 されました。快晴で暖
かで富士山も中腹まで雪を抱きふもとまで見渡せ
る素晴らしい姿で迎えてくれ、プレーにあまり余裕
はなかったのですが、写真を撮 りながらのラウン ド
になりました。
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≪クラブフォーラム (ロ ータリー財団)≫

2009-10年度ロータリー財団国際親善奨学生

村中 由美子様

みなさま、先 日は例会にお招きいただきましてあ

りがとうございます。2009年にロータリー財団国際

親善奨学生としてベルギーに渡 り、長い留学を経て

昨年帰国しました。フランスに移った折にも一度例

会にお邪魔 しましたので、今回は 6年ぶ りにお目に

かかることになります。11月 も末というのにコー ト

もいらない暖かさ、みなさまにも静岡の地にも温か

く迎えていただけてとても嬉 しく思います。

留学先のベルギー・フランスの大学と日本の大学

とのあいだには、さまざまな違いがありました。日

本と異なリベルギー・フランスでは学部が 3年間で

あること、進級の認定が厳 しいため入学した学生の

3分の 1程度 しか進学、卒業できないこと………。

そのため学生は非常に熱心に勉強しており、その

なかで切磋琢磨できたことが大きな収穫 とな りま

した。

また私は博士課程共同指導制度を利用 して、ベル

ギーの大学に籍を残 したままフランスでも勉強を

続けることができました。この制度は日本ではまだ

あまり知られていませんが、大学問 。研究者間 。学

生間の国を越えた交流を促進するためにヨーロッ
パで利用者が増えてきている制度で、学生は別の国

にある 2つの大学に登録 し、両方の大学の教員の指

導を受けることができますc手続きとしては煩雑で

ひ とつでも苦労の多い大学登録の手続きを 2つの

大学で行なわなければならないので大変でしたが

その分のメリットはあつたと思います。パ リ第 4

(ソ ルボンヌ)大学での博士論文審査は 6時間に及

ぶものでしたが、学位授与が決定した瞬間の感慨は

ひとしおでした。

現在もフランス文学、特に 20世紀の作家、マル

グリット・ユルスナール (19031987)の研究を続け

ています。今年、2017年 はこの作家の没後 30周年

にあたり、国際シンポジウムなどの催 しが世界各地

で開催 されています。みなさんも機会があったらぜ

ひ作品をお手にとつてみてください。 これか らも

大学でのフランス文学 。フランス語教育を通 して
ロータリアンの皆様のように社会に貢献 してゆき

たいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いい

たします。

≪スマイル報告≫

望月 康弘 君   200910年 度ロータリー国際親善

奨学生村中由美子 さんのクラブ訪問

を歓迎してスマイル します。

古橋 岡J俊 君 本 国のゲス ト卓話にお忙 しい中お

越 しいただきました、村中由美子 さ

んをお迎えできましたことに感謝 し

てスマイル します。

先 日28日 のあすなろ会の幹事を無

事勤め、細川 さんに役割を渡せた事

に感謝をし、スマイル。

先 日のあすなろ会でハンディに恵

まれ優勝 してしまいました。 とい う

ことで次回の幹事です。 3月 13日 に

随縁カン トリークラブで開催予定で

す。皆様のご参加お待ちしています。

今 日は誕生 日祝いをありがとうご

ざいました。戸籍上では 12月 6日 で

す。クラブに入会 したのが 1970年 で

したが、ほとんど 11月 に頂いていま

す。

お誕生 日のお祝いをいただき、あ

りがとうございま した。 これか らは

後輩の友達を信用 しないで、自分だ

けを信 じて生きていこうと決意 しま

した。

お誕生 日のお祝いもさることなが

ら、早 く結婚記念 日の花束がほしい

です。ありがとうございます。

結婚記念 日のお花をありがとうご

ざいました。43年になります。いた

だいたポインセチアとシクラメンの

花言葉は 「私の心は燃え」と「はに

かみ」だそ うで、「ウチにぴつた りJ

と言つた ら 「であるとイイネ」 と家

内に言われました。

結婚記念 日にすてきなシクラメン

の花を有難 うございま した。その 5

日後の静鉄グループさん主催の山下

洋輔のコンサー トも家内と行きまし

たがすごくよかつたですc家内に得

点稼げたのでスマイル します。

高田 雅司 君

細り|1俊彦 君

勝山國太郎君

長島 秀親 君

長 田きみの君

高柳 正雄 君

鈴木 洋一 君

≪出席報告≫
会員数 出席 欠 席 MU 完全欠席 確定出席率

11/30 54(52) 8

11/16 54(51) 7

11/9 54(52) 11 7 4 92 3%

(会報作成 森下 登志美 )
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