2020−21年度 国際ロータリー会長
ホルガー・クナーク

第2801回例会 2020年 9月 1日
創立 昭和 37年 1月 19日

【第2801回例会】本日のスケジュール
9/1 (火) 卓話：岩下 悦郎 さん
( 岩下悦郎消化器内科クリニック 理事長 )
演題：「新型コロナウイルス感染症 これまでとこれから」

場所：所沢商工会議所 会議室 1・2
9/8 (火) 休会（ 定款の規定により ）
9/15 (火) 卓話：伊東 秀二 様
( 野村不動産アーバンネット株式会社
流通事業本部 リレーション推進部 )
演題：「マーケットデータが示す、コロナ市況の留意点
〜2020これからの不動産市況〜」
場所：所沢商工会議所 会議室 1・2
9/22 (火) 休会（ 定款の規定により ）
9/29 (火) 卓話：柴山 昌彦 様
( 衆議院議員 )
場所：所沢商工会議所 会議室 1・2

第 2799回 例 会
会 長の時 間

レポート
見沢 孝一 会長

今日は私の職業について話をし たいと思
います。私の父は所沢市日比田と言う所で
宮大工の3番目に生まれました。家業を手伝
いながら建築の学校に通い叔父が建築事務
所をやっていたのでそこで修行し、昭和30年
に独立し見沢工務所を設立しました。当時は所沢市や
三芳町で測量をしたりしていました、そのうち建築設計
をするようになり、小中学校の設計をするようになりまし
た。入間基地があり飛行機が沢山飛んでいるのに当時
は防音設計をやっている所が無い関係で、所沢の小中
学校の設計を８０％以上やらせていただき ました、又住
宅の防音設計も何千件とやらせていただきました。
自分も建築の大学に通わせてもらい、勉強するつもり
で黒川紀章建築事務所に研究生で入りました。黒川紀
章がマジックでスケッチしたのを皆で見ながら、後から
自分達で図面にしていったりして、見ていてすごいなと
思いました。それから、梓設計という日本でもトップクラ
スの設計事務所でバイトした時は、まだ下っ端なので色々
な遊具の図面を書いたり、設計図を書いたりしていまし
た。それが日本で最初のディズニーランドになるとは思っ
てもいませんでした。3年経って見沢工務所に 戻り、小
中学校の設計をしたり、柔剣道場の設計やふじみ野市
で公園のトイレをパンダの形で作った事もありました。
あれから30年経ち、今では学校の増改築などが多くなり、
民間の建築もやっていますが公共建築物定期点検で建
物の検査をする仕事も増えてきました。
今日は私の職業に ついて話させていただき ました。
ありがとうございました。
会長

見沢 孝一
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梅沢 好文

承認 昭和 37年 2月 5日

幹 事報告

梅沢 好文 幹事

＊9月の理事・役員会は9/1(火)例会終了後に
行います。
＊例会欠席連絡は、月曜日の午前中にお願
いします。お弁当を余らせない為にもご協力
をお願いいたします。
＊8/26(水)ベルヴィ・ザ・グランにて、市内5クラブの会
長幹事会の予定です。
＊本日もZoomで配信をしております。URLは全て同じも
のを使用しております。会場に来られない場合でも例会
に参加できます。ご活用ください。
＊8/30(日)紫雲閣にて国際奉仕委員会があり、会長が参
加予定です。
＊九州豪雨義援金を地区を通して、8/25(火)納涼大会中
止の余剰金10万円を寄付いたしました。
＊新入会員の入会式を9/1(火)に行う予定です。
＊会場の除菌、マスク、アルコール、感染濃厚接触の
報告、夜の街の自粛等の感染防止対策に引き続きご協
力をお願いいたします。

委 員会報 告
広報雑誌委員会 村山 宣章 副委員長
「ロータリーの友」( 8月号 ) の紹介
横組み：P7…私がロータリーを続ける理
由、そしてその魅力P35…連載コミック「ポー
ル・ハリスとロータリー」 縦組み：P13…
友愛の広場「埼玉県立所沢高等学校IAC認証状伝達式」
P16…友愛の広場「四つのテストが人生の道標」P21…
ロータリー・アット・ワーク「元公務員ランナー川内さ
ん IMで講演」（第2570地区第5グループ）

9月
☆会員誕生記念祝福
増田 武英さん 五十嵐 俊昭さん 中 保憲さん
細野 達男さん 井口 一世さん 北田 功さん
田中 由晃さん 日髙 勉さん
☆御夫人・御主人誕生記念祝福
大野木 喜代美さん 高橋 千景さん 池田 ふみ子さん
梅沢 雅代（好文）さん 三上 千秋さん
橋本 頼子さん
☆結婚記念祝福
北田 功さん 菅原 輝幸さん

出席報 告
荻 野 巳 喜雄 出 席 向 上 委員長
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特に日本語教育が必要となっています。是非、この機
会に日本語教育の必要性を感じていただけたらと思いま
す。また、日本語学習者数の増加率に教師数が追い付
いていないので60％のボランティアの方や30％の非常勤
教師で多くを補っております。しかし、ボランティアの日
本語教育にはいくつかの問題があります。まず、教師が
時間をあまり避けないので週1回2時間程度しか開校で
きない場合が多く、日程の選択の自由がありません。
日本語学習者は仕事帰りや子供が学校に行っている間
等、スケジュール調整が難しい点があります。生活する
ための能力を身に着けるためには、時間が不十分なの
です。なぜ日本語教育不足が問題視されるのか？子供
の視点から考えると、日常会話等の生活言語は学校な
どのコミュニティで必要不可欠な上、接している時間が
多い為に習得しやすいのです。反対に授業等でしか使
わないような学習言語の習得は非常に 難しく、受験対
策を手厚く行わなくてはなりません。子供達は母国語も
未発達のまま来日するので、思考力を鍛える為や家族
や友達とのコミュニケーションの為、母国に帰国した際
の為にも必要なので母語の保護も大切となります。同じ
母語を話す友達を作るのも日常生活では難しいので、
日本語教育機関は友達作りにも必要となります。次に親
の支援として、学校から配布されるプリントや連絡帳の
内容が理解できなかったり欠席連絡等の学校との情報
交換に 必要となります。子供は学校で日本語を学ぶ場
を得ますが、親は仕事をしていない場合は特に日本語
に接する機会が少ないので母語に頼ってしまいます。子
供は徐々に日本語を習得していき母語よりも日本語を使
いこなすようになるので、子供は日本語・親は母語とな
り親子間でのすれ違いが生じてしまうケースがみられま
す。したがって、言語教育だけでなく日本の慣例等も
教える必要があり、子供と親の両方に支援が不可欠と
なります。日本語教育機関は言語だけでなく、情報共
有の為の場としても必要不可欠と考えます。
留学先のフランスでは、人口の10％が移民なので言
語教育や母語の保護活動が日本より盛んで、ZEP(ゼッ
プ)という教育困難地区を支援するものがあります。移民
が多く住む地区は学力が極端に低く、社会的・経済的
に恵まれない人が多い為、フランス語の習得や市民教
育と学校と家庭の連携を中心に支援できる環境がありま
す。留学期間が1年延期となりましたが、今後とも宜しく
お願いいたします。

卓話：高橋 乃々花 さん
( 地区補助金奨学生 )
演題：「自己紹介及び日本語教育について」
講師紹介：鳥居 由美子 さん
日本人初の国連難民高等弁務官の緒方貞
子さんは財団奨学生2期生で、日本人初の国
連事務次長の中満泉さん、お二人ともアメリ
カのジョージタウン大学大学院に 留学されご活躍され
ています。比較的最近の方で有名に なられている宇宙
飛行士の山崎直子さんも財団奨学生です。高橋さんは
現在、津田塾大学に通いながらアパレルや家庭教師の
アルバイトをされており、留学に向けて準備を進めてい
るそうです。将来は先に紹介した方々のように活躍して
いると思いますので、皆さんご協力をお願いいたします。
2歳まで北海道で育ち、東所沢から小手指
に引っ越し所沢市在住19年の津田塾大学3年
生です。好きなものはお笑いとビールです。
中でもサンドウィッチマンさんと和牛さんが好
きで、最近は家飲みで、サッポロ黒ラベル
が特に好きです。大学では学芸学部・英語英文学科で
英語学を専攻し、日本語教員養成課程を副専攻してい
ます。私の将来の夢が日本語教員で、副専攻に力を入
れています。第二外国語はフランス語です。留学先は、
パリの中心地から車で40分ほどの所に あるセルジー・
パリ大学です。外国語応用学科で日英翻訳と日仏翻訳
と仏英翻訳を学ぶ予定です。英語日本語コースでは日
本語を勉強しているフランス人が履修するコースで、将
来日本語教員になりたい私にとって日本語を学ぶ学生と
の交流ができることがとても意義のある事だと考えてい
ます。大学1年生の夏に3週間ほど、日本語教育のボラ
ンティアにインドネシアに行きました。英語も日本語も通
じないインドネシア語しか理解できない現地の小学校で、
日本語や日本文化を教えました。子供達は日本の漫画
を少しは知っているようで、ナルトの福笑いを作って遊
びました。好きな具材を持ち寄ってもらい手巻き寿司を
一緒に作ったりもしました。小学校に小さな保育園も併
設されており、そこでも授業をさせていただき、折り紙
等を教えました。
現在、日本の在留外国人数は約273万人いて、埼玉
県は全国5位の人数で増加率は1位となっているので、

今 週のヒトコマ
池田 安弘 さん

見沢年度 累計
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畑中 教一様：遊びに来ました。宜しくお願い
いたします。
鳥居 由美子さん：今日は、高橋乃々花さん
がお世話になります。奨学候補生から奨学生になりまし
た。おめでとうございます。ますますのご活躍をお祈り
いたします。
◆ 市内 RC の 開催 日一 覧
クラ ブ
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