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|油田弘祐君挨拶
本日は皆様よりお祝いをいただき有雌うございま

す。

裁判官としての功績で、国のために特別な事をした

わけでもなく、病気もせずに裁判に勤しんだという事

で頂けた叙勲で私としては恥ずかしい思いです。

今後は、職業奉仕・社会奉仕の為に糖進していきた

いと思っております。
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こんにちは連休後の例会で久しぶりにお会いする

感じがいたします。24節気では5月5日が立夏であり

山野に新緑が目立ち始め、いよいよ夏の気配が感じら

れる時でありますが、 ここ数日30度を超す日もあり一

気に夏となってしまいました。

今日、ビジターとして奈良より平城京RC平松正孝

君がゲストとして、遠山君の紹介でマンハッタンイン

グリッシュスクール学校長日比野正治様においでい

ただきました。どうぞごゆっくりお過し下さい。また

日比野様にはこの後講演をよろしくお願いいたしま

す。

昨日、民主党小沢代表が「挙党一致態勢をより強固

にするため、あえてこの身をなげうち」と、突然の辞

任表明｡国民に何の説明もなく幕引きはないでしょう。

衆議院総選挙での国民の判断は如何ん？

話は変りますが今日「国際病院デー」です。赤-|一宇

の母といわれているブロレンス・ナイチンゲールの功

績を称え、ナイチンゲールの誕生日(1820年5月12日）

をナイチンゲール記念日と決め、この日に世界各国の

優れた看護婦さんに「ナイチンゲール記章」が贈られ

ることとなっています。

しかし名称については国際看誰師協会では「国際看

護婦デー」から現在「国際病院デー」と変更になって

います。

季節の変わりめ、皆様には健康に注意してお過し下

さい。

圏君が代

囹我等の生業

錫ビジター紹介 1名

窪ゲスト紹介マンハッタンイングリッシュスクール

学校長日比野正治様

垂出席報告

会員 52 （48）名 出席 38名

出席率 7917%

前々回 4月21日 （修正出席率) 93.75%
へ

｜萩原幹事報告’
1)本日例会終了後、理事役員会を開催致しますので

理事役員の方は3階梅の間にお集まり下さい。

2）ロータリーの友とガバナー月信が来ておりますの

でお帰りにお持ち下さい。

春の叙勲で瑞宝中綬章されました油田弘佑君に会長

よりお祝い金と花束を贈呈。
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『変化」会長テーマ 本紙は再生紙を使用しております。



士などで聞かれる言葉は、Whereareyouoffto？

です。この英文は、Whereareyougoing？の意味

であり良く使われます。答え方は、 Iamoff to

Hawaii~ とかIamofftothestates.色々なシュ

チュエーションに使えてとても便利で活用できます。

その他の表現では、Whereareyouheading？など

もあり、 lamheadingtoTokyo~の様に使います。

タクシーを利用したい時は、Canlgetataxi？

タクシーを呼んでほしい場合は、Canyoucall a

taxiforme？及びCanyoucallmeataxifor-

o'cock,please？
流しのタクシーを利用したい場合は、運転手に

Areyouavailable？と尋ねてください。乗車できる
なら、Yes・ Iamavailable. と言ってくれます。目

的地までの乗車料金を聞くときは、Howmuch is

thefareto～？事前に聞いておくと安心でしょう。

乗車し目的地を言う場合は、Takemetothe

HiltonHotel.please.それか単に、TotheHilton

Hotel. pleaseでも良いです。乗車料金を支払う際
には、チップも必要ですのでチップも支払います。

チップも含めての支払いですと、Keepthechange,

pleaseです。

お釣りが必要の場合は、ただ単に～back, please.
で宜しいです。

次に、ホテルで使える英語表現を幾つか取り上げま

す。ホテルにチェックインの際には、 I havea

reservationunderthenameofToyama.予約を

入れた遠山です。この英文は、何処でも使えてとても

便利です。

場所を聞きたい場合は、Excusenle" whereis

～？です。その場所の遠近を尋ねる英文は、 Is it

far/close？です。closeの箇所はnearに置き換えて

も宜しいです。

その他、Howlongdoesittake～？Howfaris

it～？、を使いましょう。

徒歩の場合は、byfoot交通機関等の利用は、 by

taxibvcar.です。

囮講演“アクティブイングリッシュ”
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今年は私共のスクールもお陰様で20周年を迎え、千

種ロータリークラブに於いて卓話にお声を掛けて頂き

誠に有難うございます。本日をとても楽しみにしてお

りました。

私がアメリカ3年留学から経験・体験含め現在に至

る英語環境に身を置く中で、アメリカでは、一般的で

実にユニークな生きた英語表現を皆様にご紹介させて

頂きます。

先ずは、挨拶での場面では、Howareyou？の他

にHowareyoudoing？とかHowisitgoing？が頻

繁に使われます。この質問の後には、自分の今の状態

を返答して下さい。よく相手の質問と|司じ返答が返っ

てきますので気を付けて下さい。

例えば、 fine.good, prettygood,great, notso

bad,ok.alright等です。

初対面の挨拶で、Nicetomeetyou. 2回目から

は、Nicetoseeyou.に変化致します。同様に会話

の終わりには、Nicemeetingyou及びNice

seeingyou.どちらにも使えるNicetalkingtoyou.

を使って下さい。

次に日常会話で良く使われる表現をご紹介致します。

お久しぶりは、Longtimenosee1でシンプルで

お決まり文です。

次に、お元気でしたか？は、 I-Iowhaveyou

been？です。返答は、 Ihavebeenfineで対応し

て下さい。

何か新しいことありましたか？は、What，snew？

です。何も新しいことが無ければ、 Nothingnew~と

かNothingspecial .で良しいです。
空港などでは、どこの国に行くのですか？旅行者同

へ
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錫5月度理事役員会議題

1 ．服部正夫君退会の件

2．名古屋市内23RC社会奉仕委員会への事業提

案報告の件。

愛知県樹木医会「カシナガ消防団」
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松居敬二 宮尾紘司 油田君春の叙勲瑞宝中綬章おﾀ

ﾗ 身に余る叙勲に感謝今後とも 水谷 祥督 西川 豊長 めでとうございます ノ〉
l職業奉仕社会奉仕に精進する証 大川 勝平 大谷 恩 大口 弘和 〉
；として 佐久間良治 佐野 寛 油田君春の叙勲瑞宝中綬おめ；
;足立 一郎浅井誠寿 鈴木理之鈴木聖三 でとうございます 〉ノ
l萩原喜代子 池森 由幸 竹内 克豐 竹内 眞三 結婚記念日祝い ／
;伊藤健文 加藤 重雄 舎人 経昭 遠山 憲孝 久野 峯一 ／
;小林 明 小林英毅 和田 正敏 山本英次 結婚記念日祝い ’ 合計 ’ ；

| 52,000円 | ;ミ小山 雅弘牧野登志子 吉田 節美吉田 玄
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友愛の日次回例会平成21年5月26日(火）
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