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第799回例会

平成27年2月19日(木)19：30～（溝口年度 第30号）

◆本日のプログラム
『会長エレクト卓話』
担当：会長エレクト

◆ロータリーソング

ゲイリーＣ.Ｋ.ホァン
田 中 俊 實 （鹿屋 ＲＣ）

・それでこそロータリー
・四つのテスト唱和

◆会務報告
☆ＩＭお礼
☆ＲＬＩお礼と送り状
☆ＲＬＩご報告とお願い
☆ＩＭ（ＴＶ・ラジオ放送）お知らせ
☆ロータリー財団地区補助金事業
第２回車椅子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ南九州大会開催のご案内
場 所 宮崎市総合体育館
開会式
10：50～
試合開始 11:30～
閉会式
16：00～
ご観覧・体験参加をお願い致します
☆延長ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ試験的ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑへの
参加申請について
☆ハイライトよねやま １７９号
☆週報を頂きました
・志布志みなとＲＣ・志布志ＲＣ

【鹿屋RC】
2/25（水）クラブ協議会の為
18：30～
【志布志みなとRC】
3/4（水）ｽﾎﾟｰﾂ例会の為 19：00～志布志運動公園体育館にて
3/18（水）３ＲＣ合同例会の為(串間・志布志）17日(火)19：00～
3/25（水）特別休会
【きもつきRC】
3/19（木）記念植樹の為 時間未定 楠隼中高一貫校にて
3/26（木）観桜会の為 18：30～ 会場未定

☆かのや東ＲＣ創立30周年記念大会のご案内
日 時 平成２７年４月４日（土） 締切・・2/27（金）
半島ツーリズム ８：３０～１４：３０
ウォーキング
（参加費 1,000円 弁当・お茶代）
１６００ｍ
記念講演会 １５：３０～１６：２０
講師 東川 隆太郎 氏
「大隅の魅力を再発見、そして未来へ」
受
付
１６：３０～１７：００
記念式典
１７：００～１８：００
記念祝賀会
１８：１５～２０：００
場 所 かのや大黒グランドホテル 登録料8,000円
※詳細は回覧をご確認下さい

《２月・３月例会変更のお知らせ》
【次回例会のご案内】
【串良RC】
＊＊例会＊＊
3/9（月）招待小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会の為
2月26（木） １9：30～ あすぱる大崎にて
3/8（日）朝7：30～ 大崎町総合体育館にて
(コンベンションルームにて）
3/30（月）観月会の為 18：30～ 場所未定
ゲスト 海外の方を２名ほど予定
【志布志RC】
プログラム「第８００回例会」
担当：宮脇君
3/17（火）３ＲＣ合同例会の為(串間・志布志みなと）19：00～ ※アルコールが出ますので車の運転等にご配慮下さい
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青少年交換留学生
ﾌﾚﾃﾞﾘｶ ﾛﾝｷﾞ 様

かのや東ＲＣ
躯川 恒 様

Ｒ財団委員長

新堂 陽一

皆さんこんばんは。今夜はスウェ
ーデンから交換留学生で鹿屋市に来
られたフレデリカロンギさんとその
ホストファミリーの躯川さんにお越
しいただきました。学校の勉強もあ
るにも関わらず、遠い大崎町まで足
を運んでいただきありがとうござい
ます。皆さん、今夜はヨーロッパ出身の方となかなか話
が出来ないので貴重な時間となりますので、フレデリカ
さんにいろいろと質問してください。
皆様こんばんは。
私は Fredrika Longhi と申します。
今年ロータリー交換プログラムで
来ました。メインクラブは西ロー
タリーです。スウェーデンに関心
を持ってくれてとても嬉しかった
です 。私のことをリカと呼んでく
ださい。
日本まで飛行機で１２時間かかり
ますがスウェーデンは日本より８
時間遅いです。スウェーデンの人口は九百六十万です。
私は Stockholm、
スウェーデンの首都の出身です。
もし、
あなたがスウエーデンに行くなら、私はストックホルム
に行くことをおすすめします。ストックホルムは様々な
体験ができる美しい都市です。ストックホルムは首都で
すから、大きなイベントもあるし、ノーベル賞授与式も
その一つです。スウェーデンの王様はノーベル賞をおく
ります。
Drottninggatan か、他のしょうてんがいへ買物に出か
けましょう。選びきれないほどたくさんの商品が売られ
ています。
ストックホルムはまた約３万の島から成り立つ美しい
群島でも有名です。ストックホルムは色々様々なパブ
（居酒屋）やナイトクラブがありますので、きっとお気
に入りのお店を見つけられると思いますよ。ただし、ス
ウエーデンで飲みに行くのは結構お金がかかります。お
酒を買うには２１歳以上でなければいけませんが。
スウエーデンでは自分の思うことを率直に述べます。私
たちは学校の先生やお医者さんを呼ぶ時は皆ファース
ト・ネームで呼び合います。スウエーデンでは（社員）
が社長とざっくばらんに会話をしても何の問題もあり
ません。レストランでは喫煙はきんじられています。建
物の中では人々はめったに喫煙しません。学校には制服
はありません。先輩や後輩という区別もありません。ま
た、何にたいしてもお辞儀をするようなこともありませ
ん。

北ヨーロッパの国々は世界で一番、性差別のない国とし
て知られています。スウエーデンは世界で一番先進国の
フィンランドやノルウェー、アイスランドについで４番
目の男女平等な国です。
スウエーデンは１９９５年に EU に加盟しました。その
結果、国内および対外政策に大きな変化が起きました。
しかし、２００３年にスウエーデン国民はスウエーデン
クローナを捨てて、EU のユーロ圏に入ることに反対票
を投じました。１クローナは今１４円ぐらいです。
フィカとはイギリスの午後のお茶みたいなもので、コ
ーヒーか紅茶かクッキーのような甘い食べ物がつきま
す。スウエーデン人は一日少なくとも１回はフィカを楽
しみます。
スウエーデンの人口のおおよそ３分の２は移民です。両
親または祖父母が外国からの移民であることを意味し
ます。私も含め、私の友人たちはスウエーデン以外の国
にルーツを持っています。私の苗字のロンギはイタリア
に由来しています。 私の曽祖父がもともとイタリアか
らやってきているからです。私はスウエーデン人ですが、
フィンランド、ハンガリー、スロバキア、ベルギーなど
の血が混じっています。ヨーロッパにおいてはさまざま
な国の血が混じっていることは、ごく普通のことで、珍
しくありません。
母は５３歳で、スカニアという大手のトラック販売会社
にきんむしています。情報危機や法令遵守をたんとうす
る課長です。父は５４歳で、スウエーデンのアカデミー
（学士院）で IT 関連を担当しています。 私の妹は昨
日から１６歳で、今年の秋高校に進学します。
私は１８歳で、高校三年生です。
私はロータリーのおかげでここに来ることができたの
はひじょうに嬉しいです。
日本に来て、５か月がすぎましたですがいっぱい思い出
ができました。今からその写真をお見せします。
今からもいっぱい日本の
ことを知りたいです。
ごせいちょうありがとう
ございます！

