
12月度土曜例会（Dec.19, 2015） 

 

今年も、例年通り、会員の親睦を図るための Year-end Partyが開催されまし

た。恒例の暗唱大会、会員の自己紹介、ビンゴゲーム…と盛り沢山の内容で、

34名の会員が楽しいひと時を過ごしました。 

 

委員長挨拶、連絡事項に始まり、まずはサンドイ

ッチ、お寿司等の昼食でお喋りしながらの腹ごしら

え。それから暗唱大会。毎年行われる市内中学生の

英語スピーチ大会の課題

文を暗唱します。今年は

“Mother Teresa”、A4で

1ページ分の内容です。み

ごと最後まで言えたお 2

人に拍手喝采を!! 

 

次に、各自 1分以内の自

己紹介。1分経過すると、終了合図のベルが鳴ります

が、ベルの音は気にならない人も…!? 

皆さん、今年一年の出来事や来年の抱負など、手短に紹介してくれました。普

段は話さない会員の方のことも色々分かって、楽しかったですね! 

 

歓談は、5グループに分かれた各テーブルで盛り上がりました。より多くの人

にHPを見てもらうにはどうすればよいか、ミネアポリス体験ツアーにより多

くの人が参加するには、どのようなプログラムにすればよいか等の課題も話し

合いました。 

 

また急遽、飛び入りで英

語のクイズをしてくださっ

たり、美声を披露してくだ

さったり。ビンゴゲームで

は、今年は沢山の景品が集

まり、早々にビンゴになっ

た人はもちろん、最後の最

後までビンゴにならなかっ

た人も、景品をゲットでき

ました。 「失恋の歌」を熱唱! 

英語で書かれた本の題名

がずらり。和書はどれ? 



 

以下は、参加者の方からいただいた感想です。 

 

★いつもの例会では会員相互の交流

の時間を持つことが出来ないけれど

も Year End Party では、ゆっくりと

おしゃべりが出来ました。自己紹介で

は自身の健康のお話しもありました

が、色々と元気に挑戦されている方も

沢山おられて刺激を受けました。 

役員・担当の皆様には準備をしていた

だきありがとうございました。 

楽しく過ごさせていただきました。    

（K.K.記）   

 

★IIN Year-end-party was held on December 19th, as usual. 

Two new faces, Mr. M who is a new member and Mr. K who was a visitor, 

joined us.  We separated into five groups. There were good dishes such as 

sushi, sandwich, some sweets and coffee, tea, green tea …etc. on each table.  

At once, we had lunch enjoying a pleasant chat. Of course, every dish was 

good! 

After the chairwoman’s speech and 

announcements, two members (Mr. 

O and Mrs. Y) recited a short work. 

The title was “Mother Teresa”.  

They performed very hard and it 

moved us deeply. 

Next, we did self-introductions in 

just about one minute. Some people 

introduced their talent, other people 

exposed his weakness, and 

everybody demonstrated his/her own personality…….Then I recognized that 

IIN consists of members who have such great and unique personalities. 

We discussed “What kind of tour to MPLS do you want to take part in? 

And then, we also exchanged opinions very frankly. 

In the end, we all enjoyed just like children, playing bingo. In spite of very 

late winner, I got a paper bag which had a printed Holland landscape.  



There were pink wooden shoes in it. I 

was very happy to find them. 

And then the party was closed. 

 

Thank you for everything, this year! 

I’m really thankful for nice meeting 

and discovery in IIN! 

And I wish you a happy new year!              

（by K.Y.）   

 

 

★私たちのグループは女性 5人、男性 2人（1人は本日初参加の方で、当日入会） 

で、和気あいあいとした雰囲気で、食事をしながら、近況やトピックスなどを 

語り合いながらスタートしました。 

 暗唱 2件をお聞きし、１分スピーチで皆さんの人となりをお聞きした後、飛

び入りの「25の本の題名で 10の日本作家の物を選び出す」というテーマを皆

で「ああでもない、こうでもない」を考えました。  

 これも、スピーチを急遽変更しての、「失恋の歌」を切々と歌われる少女に

戻った女性の美しい歌声を楽しんだ後、恒例のビンゴ・ゲームとなりました。 

  司会のお二人の先導で盛り上がり、ゲットした人は賞品を開いては皆で品定め

を楽しむことができました。 

 最後に、ミネアポリスの体験ツアーがどんなものであれば、参加してみたく

なるかを討論しました。学習は amと

し、午後は、自由時間、観光、パーテ

ィ参加、テーマトーキング、ワークシ

ョップ（アメリカ文化を学ぶ）などと

いうような企画があれば、面白いので

はないかという意見となりました。 

  プログラムの急遽変更を手際よく

処理されて、何気なく、進行された司

会のお二人に拍手をおくります。 

          （G.U.記） 

 

 

  



★MC のKさんとNさんはYear-end 

Party の進行にお忙しかったので、残

りの五人は日頃あまりお話した事の

ない人達でしたが、脳梗塞をしてあの

世に行きかけたが、現在は元気に回復

なさった経験話や、メンバーの弟さん

が実際にインドで、マザーテレサが瀕

死の人々に開放した家を訪れた時の

話に興味深く聴き入り、楽しいひと時

を過ごしました。     (K.T.記) 

 

 

 

以上、感想を書いていただき、どうもありがとうございました。中には英語

の感想もあって、びっくり。さすが、IINメンバーですね!!最後は時間が押し迫

り、慌しく終えた今年のパーティですが、皆様楽しく過ごされましたでしょう

か。 

今年は、ミネアポリスからの訪問団を迎えるというビッグイベントがありま

した。全ての行事を滞りなく終え、ほっとするのも束の間、来年も年初から St. 

Catherine Univ.の学生を迎えるなど数多くの行事があります。皆様、どうか良

い冬休みを。そして、来年一年間の皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げま

す。                      （HP分科会一同）   


