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本日の出席率６５.１２％：会員数４４名・出席２３名・欠席１５名・出席規定免除会員（６）５名・ビジター０名

前々回の修正出席率９７.６７％：出席２７名・メークアップ１０名・出席規定免除会員５名

　皆さんこんにちは。 暖かかったり

寒かったりの日々が続きますが皆

さんいかがお過ごしでしょうか？　

私は御覧のように少し声が変わる

変声期です。

　そこで寒い時期、 私たちの日常

に訪れる最大の敵と言えば、 やは

り 「風邪」 でないでしょうか？極寒の地、 南極に行けば、 さらに

風邪をひきやすくなるのではないか ・ ・ということで南極では風

邪をひきやすいのか？の疑問で調べてみました。

風邪は寒いとひきやすい。
これはある意味当たっています。 寒さによって体の熱が奪われ

喉が乾燥することで風邪をひきやすくなります。 また風邪のウイ

ルスにとって、 気温が低く乾燥している冬は、 活動が活発にし

やすい環境にあります。 　ウイルスと人間、 両方の条件が揃うこ

とで風邪をひきやすくなります。

南極では風邪はひきやすい？
寒いと風邪はひきやすいですが、 寒さが風邪の直接的な原因

ではありません。 寒さは風邪をひきやすい環境を作っているだ

けです。 原因は風邪のウイルスです。 とはいえ寒さが体の免疫

力を下げているのは事実です。 極寒の地、 南極では風邪をひ

きやすいと思われますが、 南極では基本的に風邪はひきませ

ん。 通常、 ウイルスは風、 鳥、 人間が運ぶかたちで感染を広

めます。 風、 鳥が南極まで運びこむというのは考えにくいです

から人間が運び込まなければ、 南極はウイルスそのものがいな

い状態です。 したがって、 南極ではどんなに寒くても風邪はひ

きません。 ちなみに南極観測隊は現地に新しい病原体を持ち

込まないよう風邪や虫歯、 水虫なども完全に治療して出発する

そうです。 但し、 彼らが日本に帰国すると長期間にわたってウイ

ルスのいない環境にいたため抵抗力が落ちてしまい、 すぐに風

邪をひくそうです。

溝上 純一郎会長・池永 隆司副会長・崎山 信幸副会長
馬場 貴博幹事

皆様、 こんばんは。 本日の卓話はマリーンさんの来日半年を

振り返ってとなっております。 皆さん、 温かく見守ってあげて

ください。

溝上 純一郎会長
結婚記念日のお花ありがとうございました。 例会が終わって自宅

に帰ったら、 花が届いていました。 ４１回目の記念日です。 家

内も風邪で寝込んでいましたので、 クラブの花だけですみまし

た。

１．例会変更
　　 伊万里ロータリークラブ

４月６日（水）１２：３０→１８：３０～

〒857-0875 佐世保市下京町 10-6 太陽アネックスビル 306 号室 TEL.0956-25-5595 FAX.0956-25-3445 Mail.chuo.rc@theia.ocn.ne.jp

　　　　場所 ： 龍水亭　　＊観桜会 ・ 長寿祝い会の為　

２．来　　信
・国際ロータリー
　ザ ・ ロータリアン ２０１６年３月号の送付

・ガバナー事務所
　①第９回青少年交換学生オリエンテーションのご案内

　  日時　３月２１日 （月・ 祝） １１：００～

　  場所　本経寺　書院

　②来日学生　JAPAN TOUR 旅行日程表の送付

・佐世保市長　朝長則男様
　「市制施行 ・中核市移行記念式典」 及び 「市政功労者表

　　彰式　」 のご案内 　

   ・海上自衛隊佐世保地方総監部
　観桜会のご案内

・聖和女子学院中学校高等学校　校長　卜部篤志様
  長崎県立佐世保特別支援学校　校長　中村　敦様
　卒業証書授与式出席のお礼状

西村 浩輝君
　母の葬儀に際しまして、 ご多用中にもかかわらず会員の方々

にご会葬いただきまして、 誠にありがとうございました。 先日、

忌明法要を終えることができましたので、 些少ではございます

が友愛基金に寄付させていただきます。
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ＳＡＡ：岩政孝君

次回例会／３月１７日１２：３０～

次回献立 /鰤照焼き、肉じゃが、若布御飯

■ 来日半年を振り返って ■

マリーン・フロッカロさん
　皆さん、 こんばんは。

私は日本に来てもうすぐ７ヶ月になりま

す。 今まで色々な経験をすることができ

ました。 最初から私は本当にたくさんの

チャンスに恵まれています。 チャンスだ

けでなく、 先生、 友達、 ロータリークラブ、

ホストの家族、 みんなから応援してもらっています。 本当に感

謝しています。 これからも よろしくお願いします。

　この７ヶ月、 たくさんの物を見ました。 フランスをはじめ、 外

国から見た日本は特別なイメージがあります。 外国人は日本が

不思議な国だと思っています。 実際に日本に来てみてもやっ

ぱり不思議なこと、不思議な物がたくさんあって驚きました。 （で

も今は慣れました）たとえば日本人はアイスを食べます。そして、

美味しい物だったらなんでもアイスになります。 どんな味でも作

ります。 ワカメ、 納豆、 かき、 醤油、 魚。 世界で一番変な味

のアイスは日本にあります。 キットカットも同じです。 フランスに

は普通のチョコレートのキットカットだけ売っています。 日本に

はチョコレートだけではなく抹茶の味もあります。 まだ見たことは

ありませんが、 たくさんの種類があると聞いています。 是非食

べてみたいです。 日本には他にも不思議な習慣があります。

たとえばクリスマスの食事。 フランスでは、 家族全員が集まっ

て朝から おいしいクリスマスディナーを 用意します。 そしてプ

レゼントをもらいます。 これは日本のお正月みたいです。 でも

クリスマスの時、 日本人はよく ケンタッキーを食べます。

　最後に不思議に思うことは、 子供が夜、 自由に出歩いてい

るということです。 まだ小さいのに子供達は一人で外に行きま

す。 フランスでも１０才から外で遊べますが、田舎の中だけだし、

あとは大人と一緒にいます。 日本で夜に小さい子供が一人でい

るのを見ると今も時々驚きますが、 今は理解できます。 それくら

い日本は本当に安全な国なのです。 日本はとてもおもしろい国

です。

　次に、 日本でびっくりした物を紹介します。 たとえば世界中

で日本のトイレは有名です。 寒い時、 トイレは 温かくなります。

冬の時、 とても気持ちいいです。 でも使い方は とても難しいで

す。 コンピューターのようです。 音とビデは凄いです。 たくさん

坂井 智照君
５年目の３． １１。 誕生日祝いありがとうございます。 健康には

注意したいと思います。

岡田 文俊君
ルビー婚のお花ありがとうございました。 今日は早退します。

芥川 圭一郎君
すみません。 欠席です。 マリーン、 スピーチ頑張ってくだ

さい。

本日の合計　　　　    　8,000 円

本年度の累計　　　  635,000 円

ボタンがあります。 多過ぎです。 他にもレストランにはウェイター

を呼ぶためのボタンがありますし、 たまにタブレットも あります。

どちらもとても便利です。 フランスのレストランでは、 ウェイター

が自分から来ます。 そして、 食事が終わったら手をあげて 「す

みません、 計算お願いします」 と言います。 ウェイターは 「お

いしかったですか？」 と聞きます。 いつもこんなかんじです。

　さっき日本が安全な国だという話をしました。 私はどこかに落

し物、 忘れ物、 そのまま置いてある物を誰もとらないのは、 日

本だけだと思います。 そして、 失くした物が 戻ってくるのは、

外国人から見ると信じられないことです。

　そして、 １００円ショップもすごいです。 色々な物がなんでも、

たくさんあるし、 安いしどこにでもあります。 フランスにもこのよう

な雑貨屋はありますが１００円ではありません。 安く買えますが、

このような店はあまりありません。

　日本の電車は絶対遅れません。 必ず時間通りに動きます。

でも本当に時間通りですから、 私は乗る時、 降りる時、 とても

緊張します。 あ、 これはしたことがありますか？駐車場で車の

エレベーターに乗ってそのまま上がります。 変な感じだけど、

とてもおもしろいです。

　私は日本の学校のことをよく知っていました。 制服、 掃除、

クラブのこと。 でも実際に日本の学校に来てみたら、 もっとびっ

くりすることがたくさんありました。 髪型は 決まっている。 長い

爪はだめ、 ピアスもだめ。 そして、 たまに髪型と服装のチェッ

クがあります。 前髪は眉の上までです。 これはちょっと厳しいと

思います。 でも生徒と先生は とても仲がいいです。 フランスで

はだいたい先生と生徒の距離はとても遠いです。 日本に来る

前に、 映画、 アニメ、 ドラマを たくさん見たし、 漫画もよく読

みましたから、 日本のことはよく知っていました。 それでたぶん

他の外国人から見ると不思議でも、 私にとっては普通になりま

した。

　最後にフランスで、はやりそうな日本のものについて話します。

まずプリクラはフランスだけでなく他の国にあったら、 絶対みん

な行くと思います。 私のお母さんや友達も、 いつも 「プリクラ

楽しそう！してみたいと！」 言っています。 もちろん、 私も楽し

くてよくとります。 また、カラオケもフランスにはありません。 あっ

たら子供だけでなく大人も絶対楽しく歌うと思います。 アメリカ

にはありますが、 とても 高いそうです。 食べ物については、

外国では日本の食事のイメージは寿司です。 何でだろう。 寿

司はふだんの食べ物ではありません。 特別な時にたまに食べ

る物だと思います。 カップヌードルはとても人気でどこにでもあ

りますが、 本当の ラーメンやそば、 うどん、 お好み焼きが食べ

られるレストランはパリにしかありません。 美味しいのに残念だと

思います。 和菓子はパリにもないと思います。 私は和菓子が

大好きです。 小豆、 餡子、 抹茶、 饅頭、 御餅。 ヨーロッパ

にはない味なので、 売ったらたくさんの人が買うと思います。

　私の夢は日本に行くことでした。 今は新しい夢ができました。

いつかフランスで日本に関わるお仕事がしたいです。 日本の

楽しい物、 美味しい物、 便利な物をフランスに広めることが、

今の私の夢です。 ご清聴ありがとうございました。
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