
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(サイドカラムは P.2 へ続く) 
 

 

 
 

■ 青少年交換委員長 星野晃一郎様(大宮RC) 

  

 

 皆さん、こんにちは。 

 本日は地区青少年交換委員会より星野委員

長が訪問して下さいましたので、紹介をさせ

て頂きます。星野委員長は高校生の時に青少

年交換プログラムで当地区よりメキシコへ派

遣された学生でした。お父様は名門である大

宮ロータリークラブの会員であり、1年間の

留学を無事に成功させ、その後もローテックス（青少年交換プログラムを

完了したOBやOGのこと）として会長も何度か努めて頂き、地区青少年交換

委員会に多大なる協力をされてきました。お父様と入れ替わる形で大宮ク

ラブの正会員となり、現在地区青少年交換委員会の委員長をされていま

す。本当にモデルケースの様なロータリアンです。 

 地区青少年交換委員会の委員は本当に激務で大変です。週末のほとんど

は来日学生や派遣学生のオリエンテーションに取られ、又いつ何時問わず

何か事が起きれば招集がかかるという具合で家庭を持つ委員は奥さんと不

仲になってしまう程、拘束される委員会です。そのせいかわかりませんが

この委員会だけは当地区でOB会が存在する唯一の委員会なのです。ちなみ

に先代のOB会会長は岩槻クラブの(故)金子パストガバナーでしたが、その

後を引き継いでいるのは我がクラブの田中撤夫パストガバナーなのです。

うちに地区青少年交換委員会から難しいお願いが来るのもこの関係がある

かもしれません。 

 このプログラムで一番大変な思いをされているのはホストファミリーで

す。朝から晩まで本当に頭が下がります。過去にうちのクラブでホスト

ファミリーをされて預かった学生がその後、再び遊びに来てくれたという

話を聞きました。本当に素晴らしい事です。大半はその後音信不通となる

ケースがほとんどで、ある意味仕方がない事だと思うのです。このプログ

ラムの高校生達は自国に帰った後も大学の準備、勉強、そして就職と将来

の事で大忙しの日々を送っているからです。「pay forward」ペイ フォ

ワードという言葉があるのですが、その意味はある人から受けた親切を、

また別の人への新しい親切で繋いでいく事を意味する英語です。日本語に

も同様の言葉が存在し「恩送り」と言うそうです。お世話をされたホスト

ファミリーがその学生を思う様に、その学生も必ずお世話になった方々を

思っています。たとえその後、会う機会が無かったとしても、遠く離れた

異国で皆様の親切はpay forward恩送りされて次へと繋がっています。 

 

 

会長挨拶 丹野寿明会長 

本日の例会 
第1776例会 10月3日(火) 

 ９月１２･１９日(火)は、 

規定により休会 

第9例会 2017年10月3日発行 

会   場 市民会館いわつき 301 
点   鐘 12:30 
例会テーマ 外部卓話 

担   当 米山委員会 

斉   唱 君が代･奉仕の理想 

ご来客紹介 丹野 寿明会長 

結婚誕生祝 親睦活動委員会 

会 長 挨 拶 丹野 寿明会長 

幹 事 報 告 山崎 和雄幹事 

委員会報告 

スマイル報告 例会委員会 

出 席 報 告 出席奨励委員会 

次回例会案内 宮本 和寿例会委員長 

お客様紹介 

例会案内 
第1775例会 9月26日(火) 

会   場 北京亭（夜間例会） 

例会テーマ グループ 

   ディスカッション 

担   当 会長・幹事 

丹野年度(2017～2018) 

岩槻東ロータリークラブ週報 国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 

第9例会 9月5日(火)1774号 
会 場 市民会館いわつき 301 
点 鐘 12:30 

テーマ クラブフォーラム(前回の続き) 
担 当 長期ビジョン・指名委員会 
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ご 報 告 

 

 
 

◆米山記念奨学生 ジョルダン・アレハンドロ君 

 何時も岩槻東ロータリークラブの皆さんには、お世

話になっておりま

す。こちらでお世

話になってから1

年半になります。

残り半年ですが、

これからも宜しく

お願い致します。 

 

 

◆青少年交換受入学生 タリータ・マリーナさん 

 皆さんこんにち

は。私 は タ リ ー

タ・マリーナと云

います。8月の11

日に成田につきま

した。今、日本語

の勉強を始めたば

かりなので、良く

分かりませんが、

日本の食事は毎日レストランに行っている様に、美味

しいです。そして毎日楽しく過ごさせて頂いておりま

す。ありがとうございます。 

 

 
 

1. 埼玉県腎・アイバンク協会より、「第32回目の愛護

デー」開催についてのお願いが届いております。 

2. 地区より次年度地区役員の推薦の依頼が届いてお

ります。(10月10日まで) 

3. 財団ＮＥＷＳの9月号が

届きました。回覧しま

す。 

4. 地区より「ガバナー月信

No3」が届きました。 

5. ロータリーの友9月号が届きました。 

 

◆萩原秀咲会員 

9/16(土)に岩槻商業高校

の100周年記念事業が行われ

ます。時間が取れる方は是

非、ご出席ください。 

 

 

◆関根隆光会計・広報委員会副委員長 

 丹野年度上期の年会費が未だ支払っていただいていな

い方がおりますので、至急お

支払いをお願い致します。 

 次に、財団の寄付について

は7-9月を予定しております。

10月からは、米山奨学寄付

を当てておりますので、宜

しくお願い致します。 

 又、本日配布のガバナー月信に財団マルチプル・

ポールハリス・フェロー2回目として、丹野会長と菊

池和彦会員の 顔写真が掲載されておりますので、ご

紹介いたします  
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幹事報告 山崎和雄幹事 

 

■ 星本 幸男 会員 お誕生祝い 

■ 橋本  昇 会員   〃 

■ 飛田美佐子 会員   〃 

■ 山形 照之 会員 ご結婚記念 

■ 宮本 和寿 会員   〃 

■ 藤堂  昇 会員   〃 

■ 平野喜代司 会員   〃 

会   場 市民会館いわつき 301 
例会テーマ クラブフォーラム 

担   当 会長・幹事 

次回例会案内 
第1777例会 10月24日(火) 

１０月お誕生日･ご結婚記念の 

皆様おめでとうございます！ 

 
 

◆地区青少年交換委員長 星野晃一郎様(大宮RC) 

皆さんこんにちは。地区青少年交換委員長を

仰せつかっております星野と申します。この度

は、青少年交換学生の受入れ・派遣にご協力賜

り、誠にありがとうございます。先ほどは、丹

野会長に過分なるご紹介を頂きました。そし

て、又、田中パストガバナーには、選考試験に

も出席して頂き日頃からご指導賜り、有難うございます。 

今年度は、20名の学生が日本に来ております。この度の岩槻東クラブの

様にグループ全体で受けて頂いている例は今までございませんので、今後

これが参考になれば良いなぁーと思っています。昨日から日本語学校を始

めましたが、他の地区の学生が日本語が上手いので、負けていられないと

感じました。 

お客様ご挨拶 

米山奨学生・交換学生挨拶  
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「長期ビジョンに関してクラブフォーラム」 

 前回のクラブフォーラムは時間が足りなく、改めて

今回続きのクラブフォーラムを行いました。 

熱心にクラブフォーラムを行っている例会風景。 

(内容については、割愛させていただきます。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆奥津雅史会員 

8/27.28、富士山に行ってきました。 

今回ははとバスのツアーで一泊二日、温泉付きの初

心者コースです。 

お陰様で天候にも恵まれ無事御来光を拝むことが出

来ました。富士山は「一度も登らない馬鹿、二度登

る馬鹿」と言われているそうです。私は二度と行き

たくありません。 

 

 

 

ホットニュース 

本日のテーマ クラブフォーラム  
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■ 宮本和寿会員 お誕生祝い 

■ 山崎和雄会員 ご結婚記念 
 

 

ご結婚・お誕生祝い  

今月、誕生月・結婚月の皆様、お目出とうございま

す。これからもお元気で‥‥。 

写真上は富士山頂からの雲海、又、下の写真は同じ

く富士山頂からのご来光の風景です。天候に恵まれ

たため素晴らしい景色でした。 
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◆      ◆ 

 
 

 

 

星野晃一郎様 地区青少年交換委員長(大宮RC) 

 青少年交換プログラム、宜しくお願い

致します。 

丹野 寿明 地区青少年交換委員長星野晃一郎様よ

うこそいらっしゃいました。タリータ

は素直な良い子です。 

山崎 和雄  地区青少年交換委員長星野晃一郎様よ

うこそいらっしゃいました。タリータ

では、お世話になります。又、交換学

生のタリータようこそ! 

山形 照之 星野晃一郎青少年交換委員長ようこ

そ。タリータ当クラブへようこそ。 

阿津澤 清 タリータさん、もう日本に慣れました

か。楽しんで下さい。 

斉藤 公司  陽気も良くなりゴルフのシーズンにな

りましたね。 

藤田 恵子  青少年交換プログラム星野委員長様、

ようこそ。1年間お世話になります。 

宮本 和寿  星野地区青少年交換委員長、ようこ

そ。誕生祝い有難うございます。 

飛田美佐子  タリータは日本の生活に慣れました

か？これから秋という素晴らしい季節

が来ますョ。 

平野喜代司  タリータさん生活は慣れましたか。勉

学に頑張って下さい。 

（同趣旨）  萩原 秀咲    遠藤 光治 

       橋本かほる     

清水 裕次  大分涼しくなりました。 

杉田 政男  秋の気配になりました。やっと猛暑も

終わった感じです。タリータさん一年

間元気で過ごして下さい。 

小宮  勇  早くも稲刈りが始まりました。今年は

どうかなぁ？ 

中里  仁  今年の米、余り取れないそうです。 

加藤 和正   飯淵 昭二   田中 徹夫 

関根 隆光   奥津 雅史   水戸  恵 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 2017～’18年度 岩槻東ロータリークラブ 

例 会 日 毎週火曜日 12:30～13:30 会    長   丹野 寿明 
例 会 場 さいたま市民会館いわつき Tel  048-756-5151 幹    事  山崎 和雄 
クラブ事務局   Tel 048-757-9786  Fax 048-756-5539 会報委員長 清水 常三 

U    R    L http://www.iwatsuki-east-rc.org 
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ニコニコBOX金額報告  

9/5合計 ３９，０００円 

今年度累計 ２７０，０００円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

3/5 
免除3名 

29 
(3) 

22 
(3) 4 4 100.0% 

8/20修正 

免除2名 
29 
(2) 

27 
(2) 0 0 100.0% 

出席報告  

 

 

国際奉仕におけるロータリーの基本方針 

(Basic Policy Rotary in International Service) 

「奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わ

る人の世界的親交によって、国際間の理解と親善と

平和を推進する。」 

自由、正義、真実、宣誓の神聖、人権尊重は、

ロータリーの原則に本来備わっているものであり、

また、国際平和と秩序の維持及び人類の発展に不可

欠である。 

国際奉仕は、概念上、次のような四つの一般的分

野に分類できる。 

1) 世界社会奉仕活動。 

2) 国際レベルの教育的、文化的な交換活動。 

3) 特別月間と催し。 

4) 国際的な会合。 

 

 

国際奉仕の目的 

(The Purpose of International Service) 

 ロータリアンの間に、また、一般の人々の間に理

解と善意を育むことが、ロータリーの国際奉仕の明

確な任務である。  


