第２５０９回例会報告議事録
日時 ３０年１月２３日（火曜日）
場所 川村学園女子大学 我孫子キャンパス内 会議室
時間 １２：１５点鐘

ロータリーソング「それでこそロータリー」
ゲ ス ト : なし
ビジター : なし
S . A . A . : 依田会員

会長挨拶

服部会長
今日は雪の影響で参加者が若干少ないです。今日参加されている方は皆さん
雪に強い方ということでご自覚いただきたいと思います。
雪が降って交通障害というのは困るのですが、
マンションの６階に住んでいて、
朝ベランダから見た風景が大変素晴らしかったです。お昼前にこちらに来る時に
は道路には雪がなく、
きたない雪がセンターラインあたりに山積みになっていて、
美しいものは長くはもたないんだなと、
ものの儚さを感じました。
私はスキーをやるので四駆でスタッドレスです。松丸さんが来ないと例会が始まらないので、出
にくいようであればお迎えに行こうかなと思ったのですが、
ちゃんとスタッドレスを履いておられると
知り、松丸さんの高い意識を感じました。松丸事務局に対して改めて敬意を表したいと思います。
先週、理事会がありましたのでご報告します。
２月２５日
（日）
に地区大会が行われます。原則全員参加です。バスを手配して皆さんをピックアッ
プすることを考えています。何名かは会場準備のために早く来てほしいと言われていますが、足の
確保はしたいと考えています。
３月１３日
（火）
１２時〜１６時の予定で合同例会とＩＭがクレストホテルで開催されます。先週金曜
にガバナー補佐と会長幹事の会がありまして、大内ガバナー補佐より、柏南クラブさんが社会奉
仕活動の一環として貧困問題、子ども食堂について取り組んでいるけれども問題もある、
とのこと
でした。その取り組みをテーマに問題提起をして、それをベースに社会奉仕活動についてグルー
プでディスカッションをするという構成で行いたいとのことでした。社会奉仕活動をメインにしたＩＭ
になるということをご承知いただきたいと思います。
基調講演は前橋ＲＣの方です。
柏ＲＣの根本さんからのお話で、今日の夕方にけやきプラザ２階で障害者スポーツのトップアス
リートを迎えて「パラリンピックと人権」という講演会が行われるそうです。先着４００名ということ
ですが、行きたい方がいらっしゃいましたら５時に来ていただければ入場できるようにしてくださるそ
うです。

親睦委員会報告

米田委員長
先週お話しした旅行の件ですが、参加者は現在会員が８名、奥様が２名です。
今日も出欠を回しますので、
まだの方はご記入ください。
私事ですが、
ゴルフの練習のしすぎで肋骨を折りました。寒い冬に、
力のある中
高年の人がスイングをしすぎると結構折れるそうです。

出席報告

渡邊委員長

１７名出席（全員で２７名） 出席率６２.９６％
欠席者が１０名。
業務の為：伊東会員、今井会員、木村会員、佐藤会員、志賀会員、前田会員、
松本会員、柳田会員、湯下会員
病気療養の為：福武会員

幹事報告

村越幹事
・２月２５日
（日）地区大会開催。皆さんご出席お願いいたします。
バスをチャーターする予定ですので、乗り合いの場所時間等を後ほどご連絡い
たします。
第１０分区で朝のお手伝いをお願いしたいとのことでしたので、別便で乗用車
で早く行って、若手を中心に駐車場係チームを結成したいと思います。先輩方
はゆっくりバスでいらしてください。
それに伴い、
２月２７日
（火）の例会は休会になりますのでお間違えのないように
お願いいたします。
（火）
は第１０分区の合同例会、
ＩＭがザ・クレストホテル柏で１２時３０分
・３月１３日
点鐘で行われます。先に食事をしてから点鐘ですので１２時頃に来ていただきた
いと思います。
ＩＭの終了予定が４時頃です。会長幹事会で、例会だけ出てＩＭは帰る人が多い
そうなので、我孫子はそんなことがないように是非ＩＭもお残りいただければと
思います。
「米山記念奨学会５０年の歩み」受理。実費で購入もできますのでご希
・地区より
望の方は事務局の方にお申し出ください。
質問：ロータリーの全国版の名簿は現在作っていますか。
答え：ＲＩの方で作っていますが、冊子としてはありません。
ＣＤロム等のデータは購入可能だと思います。

卓話「ＡＩＲＡ
（アイラ・我孫子市国際交流協会）
について」

村越幹事
入会してからまる４年経ちました。
３回目の卓話になります。最初の卓話は自分
の仕事について、
２回目は専務理事を務めている我孫子市商工会についてお話
ししました。
私は趣味がボランティアと申し上げているのですが、今日はＡＩＲＡ
（アイラ・我
孫子市国際交流協会）
という組織についてお話しさせていただきます。
ＡＩＲＡは我孫子市インターナショナル・リレーション・アソシエーションの略です。
我孫子ロータリークラブも賛助会員となっていただいていて、一昨年までは志賀会員が、現在は米
田会員が幹事として役員になっていただいています。
今日は幹事の米田会員に言い聞かせるつもりで卓話をしたいと思っています。依田会員もアイラ
の会計をしていただいています。
我孫子市に外国人がどのくらい住んでいるか。
平成３０年１月１日現在、我孫子市の人口が１３２,３８８人、
その内、外国人の数が１,９３１人で、割
合としては１.５％です。
２、
３年前までは大体１００人に１人だったのですが、現在は大体２００人に３人
が外国の方です。年間２００人近く増えています。
国別の内訳は昨年の１月現在で一番多いのが中国の方です。
１,７５０人中５４８人が中国です。
２番目はベトナムで２５２人。ベトナム人が増えています。利根町にウェルネス大学というのが利
根中学校の跡地にできて、
そこの留学生がベトナムが多いです。利根町にはバイト先がないという
ことで布佐のアパートはほとんどベトナム人で空室が埋まったそうです。
３番目に多いのが韓国で２１８人、
４番目がフィリピンです。その４ヶ国で外国人の７０％を占めてい
ます。
昨年の米山の奨学生、
グエン・ダン・ズイ君もベトナムの方でしたが、語学留学や技能研修で来
ているベトナムの方がすごく増えています。
アイラは１９９２
（平成４）年１１月２１日に設立されました。今年で２６年目になっています。
当時は外国人はそんなにいなかったのですが、
これから増えるということで市の方が中心になっ
て組織を作りました。企画課の中に出来て、市の職員が窓口になっていました。
アイラには大きく２つの目的があります。
対日本人として我孫子市民一人一人の国際化意識の啓発を促し、国際親善に貢献すること。
対外国人として我孫子を生活の場とする外国人が安全で快適な生活が過ごせるように、
さまざ
まな支援、交流を図ること。
我孫子に住む外国人が増えていますので、設立当時より今の方がアイラの役割が重要になって
いるのかなと思います。
（次ページへ続く）

事務局は我孫子市民プラザにあり、事務員がパートを合わせて３人いて、常時１人か２人が勤務
している状態で、団体としては恵まれた環境下にいるのかなと思っています。
現在会員が個人会員４９２名、学生会員５２名、家族会員３８家族、賛助会員が４０口です。
総予算が約１６００万円で、一番大きな予算は語学講座で１２００万円くらいあります。
外国人のための日本語教室をボランティアでやっています。ふだんの生活に困らないための日
本語教室を週３回（昼間２回、夜１回）
やっています。その他に日本文化を学んでもらうために定期
的に着付け教室やお茶、生け花等の教室を年に何回かやっています。
外国人のための相談窓口もやっています。一番の問題は、
日本語がわからず授業についていけ
ない等の子どもの学校問題です。あと意外と多いのがＤＶです。
どうしても馴染めないので離婚し
たいというような相談もあります。
対日本人に関しては外国語講座があります。英語、中国語、韓国語、
フランス語、
ドイツ語、
スペ
イン語の初級、中級、上級とあり、現在、全部で２６講座あります。講師は全部ネイティブの外国人
です。年間３〜４万円位で１年間で３２〜３４回の講座があり、
１回に直すと１０００円位で受けられま
す。下手な語学教室より安いと言って来てくださる方がけっこういらっしゃいます。その収入がアイ
ラの運営資金に非常になっています。
異文化理解講座というものもあります。外国人の会員の方を講師にお招きして外国の文化や生
活についての話を聞くという講座を年に何回か開催しています。
その他に通訳や翻訳もしています。
我孫子市で行われるイベント、例えばジャパン・バード・フェスティバルにアイラから通訳を派遣し
ています。
翻訳は、広報あびこの英訳も市役所から委託を受けて会員のボランティアでやっています。
アイラの会員の方はだいたい、定年されてから何か社会のお役に立ちたいと考えていらっしゃる
方が多いです。現役の頃に外国に駐在されていて、外国の方に親切にされたので日本でお返しで
きたらと考えてくださっています。そういう方は外国人を受け入れるのも得意ですし、
日本人なのに
外国語がペラペラの方がけっこういらっしゃいます。私は語学枠とは違う枠でお手伝いしているの
ですが。そういう方たちがボランティアで翻訳と通訳をしてくださっています。交通費の支給だけで
す。
子どもの学校問題についてですが、市内の小中学校に外国人が２０人位通っています。お母さん
の連れ子として日本にやってきて、何もわからないまま学校に入学した子達のために、教育委員会
の方から依頼を受けてボランティアでそういう子達のお手伝いをしています。
アイラでは、
ボランティアのために日本語教え方講座というものを年に何回かやっています。それ
を受けてもらって一定の基準をクリアした方だけをボランティアとして派遣しています。
事業としては、
９月に国際交流スピーチ大会、
１１月末に国際交流まつりを設立の時から毎年開
催しています。アイラの２大行事です。
ご興味ありましたら是非お越しいただければと思います。
たぶん皆さんアイラに入りたくなったと思うのですが
（笑）、
どうすればアイラに入れるかというと、
まずは賛助会員になっていただければと思います。
ロータリーも賛助会員です。年額１万円です。先
ほど予算が１６００万円と申し上げたのですが、
ほとんどが語学講座からのもので講師の謝礼や会
場費を払うと、
なかなか事務局員の人件費等に使える部分が少なくなっています。
是非、賛助会員になっていただけたらと思います。特典としてはアイラのホームページに会社の
名前が掲載されるとか、
イベントの際、会場の壁に賛助会員の会社名が張り出されるとか、すごい
特典がありますので
（笑）、是非会員になっていただきたいと思います。
もうひとつ、会員になるには、語学講座の受講生になるというものがあります。個人会員は年会費
２０００円ですので、
なっていただければと思います。
ということで、
アイラ、我孫子市国際交流協会の名前を是非覚えていただければと思います。あ
りがとうございました。

来週の卓話について

依田会員
来週は外部卓話です。木村会員のご紹介で、東日出夫様という我孫子の旧家
の古文書を研究されている方です。ぜひご出席ください。

来週の卓話者、東日出夫 様について

塩毛会員
我孫子で７年間、旧家の古文書の収集と研究をしておられる方です。
木 村 会員の恩 師の方で、元々関 西の方ですが、今は我 孫 子にお住まい
です。皆さんよかったらご出席ください。

閉会の言葉

服部会長
村越さん、本日は卓話をありがとうございました。村越さんはロータリーの会員の他にも商工会
やアイラでも活躍されていて、誇りに思うところです。明日からまた寒くなるようですけれども、皆さ
ん体調に気をつけられて、来週も是非ご参加いただきたいと思います。

ニコニコＢＯＸ
お名前
服部会長
村越幹事
荒井会員
上村会員
小池会員
鈴木会員
藤本会員

メッセージ
村越会員 卓話ありがとうございました。
卓話させて頂きました。
村越さん 卓話ありがとうございました。
村越会員 有がとう。
村越さん 卓話ありがとうございました。
村越会員 アイラの話感謝。
村越さん ありがとうございました。

２ 回 計
今期累計

金 額
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
７,０００円
２１１,０００円

今週の表紙「旧井上家」千葉県我孫子市相島新田1番地
手賀沼開墾に尽くした旧名主である井上家のお屋敷は、江戸時代には利根川舟運の主要な港町として栄え
た布佐郊外の相島新田にあります。 約150年前に建てられた敷地内の建造物は今も風格と格式を備えてお
り、我孫子の歴史を伝える貴重な文化遺産です。相島芸術文化村の活動拠点でもあり、平成24年には我孫
子市の指定文化財となりました。

ロータリーの友事務局 ホームページ www.rotary-no-tomo.jp メールは web @rotary-no-tomo.jp
環境ＮＰＯオフィス町内会が中心となって２００５年に立ち上
げた新たな間伐促進活動が「森の町内会」
です。
この活動に
賛同して
「印刷用紙」
や
「コピー用紙」
を使用する企業は
２００９年９月現在、９２社にのぼり、その環境貢献として促進さ
れる岩手県岩泉町・葛巻町・青森県三沢市での間伐は、年
間３０haの規模になっています。グリーン購入大賞で大賞
を、山村力コンクールで林野庁長官賞を受賞しています。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効活用に役立ちます。

我 孫 子ロータリークラブは、
環 境 貢 献として、
「 森の町内 会」 を応 援します。

