
 
 

《本日の例会》  
 

卓 話 
 

進 行 SAA   
点 鐘 午後 12 時 30 分 狩野輝昭 会長 

ソング 我等の生業 

    四つのテスト 
 

〔会長挨拶〕                     狩野輝昭 会長  

 
 

皆さんこんにちは。本日は地区国際奉仕研究委員会の

志木 RCの飯田富雄委員長・新所沢 RCの長沢友雄委員
他・新座こぶしの小松とし子委員・所沢中央の大舘  廣委
員がご訪問頂いております。紹介いたします。 
長沢委員とは私と同業でありまして、私が埼玉県の協

会理事をやっていたときに、IT業界のアメリカ視察に一
緒に行きました。長沢さんは一時オーストラリアのパー

スに暫く住んでいたと噂で聞いております。地区の委員

としてもご活躍していると聞き、陰ながら応援したいと

思います。後ほど卓話をお願いいたします。 
先週はガバナー公式訪問に協力頂き有難うございまし

た。本庄市内でも床上浸水や床下浸水があり、テレビで

も紹介されたり、長岡市に住む私の知人からも心配して

戴き見舞いの電話を頂きました。そんな豪雨の中でのご

出席有難うございました。しかも、お陰さまで出席率が

９５．５％で終了することが出来ました。一重に会員の

皆さまの協力の賜物です。なお、出席委員会のご協力は

言うまでも有りません。例会をはじめ、クラブ協議会、

懇親会まで、多数の会員のご参加有難うございました。

ガバナーからも大変良くできたとの講評を頂きました。 

 
私の年度の最大の行事であるガバナー公式訪問が終了

したことで、少し肩の荷が下りたところですが、まだ 10
カ月以上も会長職が残っておりますので、ここで気を緩

めること無く、任務を全うしていきたいと思っておりま

す。会員皆さまの絶大なるご協力をお願いしたいと思い

ます。今後の大きなイベントとしては社会奉仕関係が目

白押しになっていますし、親睦旅行なども迫っておりま

す。全会員の協力のもと、進めていきたいと思います。

ご協力をお願いします。 
先日 9月 2日の日に秩父において、会長・幹事会が開

かれました。この日も台風の余波で強い雨の中で有りま

したが、会長・幹事会の意義は十分果たせたと感じまし

た。 
9月 6日には４C会 GOLFコンペが行われました。本庄

RCは団体で 3位でした。しかし、順位ではなく、13名も
参加し、親睦の意味は十分果たせたと思う。参加者の皆

さんお疲れ様でした。 
 
〔幹事報告〕         横尾 巧 幹事 

 
 

飯田様、長沢様、小松様、大舘様 本日はようこそお
いで下さいました。 
 
・ 直前ガバナー西川様より退任のご挨拶とガバナー月

信最終号が届いています。 
・ ガバナー月信９月号が届いていますので１冊ずつお

持ち下さい。 
・ 地区よりライラデー開催のご案内が届いています。 
・ 「ロータリーの友」英語版の注文受付の案内が届い

ています。 

No.49-10 第 2351 回  例会 2011 年 9月 8日（木） 9 月 15日（木）発行 

2011～12年度国際ロータリー会長 カルヤン・パネルジー 第 2570地区ガバナー 立原雅夫 

会 長  狩野輝昭 会長エレクト 橋本恒男 副会長 三宅健吉  八木茂幸  横尾セツ 幹 事  横尾 巧 



・ 秩父ロータリークラブ主催の「ありがとう自衛隊」

の講演案内が届いています。 
・ 秩父ロータリークラブから「めんまのおねがいさが

し」舞台探訪のブルーレイ、ＤＶＤのパンフレット

が届いています。 
・ 今年度、地区より地区特別事業費（東日本義援金）

会員１名当り１万円の分担要請がありますが、会員

様からは半期３，０００円ずつ計６，０００円の負

担金が前回理事会で決定されましたので、本日の例

会から９月２９日の夜間例会までに３，０００円を

集金させていただきます。 
・ 本庄市国際交流協会より国際交流と音楽の夕べ２０

１１が届いています。 
・ 本庄市国際交流協会よりバーベキューパーティーの

案内が届いています。 
・ ハンドサイクリスト 永野明へご支援のお願いが届
いています。 

 
〔地区報告〕 
地区新世代部門セミナー報告国際奉仕委員会  

新世代部門委員  温井一英  会員 
   

〔委員会報告〕 
「ロータリーの友」より感想発表 

広報雑誌委員会    笠原 勝 副委員長 
 

〔卓 話〕 
 第 2570地区国際奉仕研究会委員   

長沢友雄 様 

 
 

西オーストラリア州パース市近郊に位置 
するスカボローＲＣと姉妹クラブ提携 

 
新所沢ＲＣとスカボローＲＣと姉妹クラブ提携（契約合

意書）は 1991年 3月 30日に送られてきました。実施は
同年 7月 1日より下記の事業を行うことになりました： 
１）会員名簿の交換 
２）ロータリーの友（英語版）1部送付 
３）高校生短期ホームステイ 
４）両地区で毎年実施されている日豪青年相互訪問

プログラムを活用し両国青年達に見聞を広め見

識を高めるよう機会を与える 
５）ＲＩが提唱しているロータリー友情プログラム

を実施する 

６）共同奉仕プログラムは今後研究する 
７）上記の事業は、当初 3 年間、その後は両クラブ
で協議する 

私が入会した 1980年 2月１日、オーストラリアからの
高校生を一年間、新所沢ＲＣで世話をしておりました。

ロータリー活動は素晴らしいプログラムが存在している

なーと感激しました。その後、クラブでは多少英語がで

きるとの理由で国際奉仕関係の仕事をするようになりま

した。 
１９８８年７月１日に埼玉県内のロータリークラブは

二つの地区に分割［２７７０・２５７０地区］になり日

豪・日比相互訪問プログラムは２５７０地区が継続する

ことになり、初代ガバナーは貴クラブの岡  祐孝さんで国
際奉仕部門委員長は荻原勝彦さん（川越ＲＣ）でした。

一年後私は荻原さんにスカウトされ一年間の約束で地区

国際親善委員会の委員になり貴クラブの関口雅之さんと

始めてお会いしました。最初の仕事は日比高校生相互訪

問プログラムの日本チームのサブリーダーとして岡ガバ

ナーと共にフィリピンを訪問しました。７年間地区役員

としてオーストラリアとフィリピンを個人旅行を含め１

６回訪問しました。１９９４年６月３０日に１６年間お

世話になった新所沢ＲＣを退会し同年８月にパース市郊

外のソレント地区に家を建て移住しスカボローＲＣに入

会しました。もし、オーストラリアとの姉妹クラブと提

携したときの、交流をはじめる心構えは： 
１）日本人として堂々と接すること。 
２）デベート（議論）は多いにすること。 
３）相手の国の文化、習慣、伝統等を尊重すること。 
４）パーティーの時は、お互いに知り合うよい機会

なので時計の針のように周り交流を深める。 
５）スマイルを忘れずに！ 

 

〔ニコニコ BOX〕 
新所沢ロータリークラブ 
地区国際奉仕研究会委員 長沢友雄 様 
「このたびご招待いただき、卓話の機会をいただき感謝

します。今後もよろしくお願いします。」 
 
竹並栄一郎 
「体調不良で緊急入院治療にて２週間例会を欠席致しま

したが無事に退院し例会に出席する事が出来ました。」 
 
茂木 正 
「長沢様ようこそ本庄クラブへ！私の兄の様な存在です。

今後共宜しくご指導下さい。」 
 
金子 章 
「長沢様、本日は来庄いただきありがとうございます。

また飯田委員長並びに国際奉仕研究委員会の小松様、元

日豪委員長の大舘様ようこそおこし。下さいましてあり

がとうございました。」 
 
狩野輝昭 
「長沢さん他地区国際奉仕研究委員会の皆さん。ようこ

そおいで下さいました。」 
 
横尾 巧 
「長沢様、飯田様、小松様、大舘様、本日はようこそお

いで下さいました。」 
 



加藤玄靜パストガバナー 
「卓話者永沢さんはじめ多くのご来訪ありがとうござい

ます。ごゆっくりとして下さい。」 
 
春山茂之 
「長沢様、飯田様、小松様、大舘様、本日はようこそお

いで下さいました。宜しくお願いします。」 
 
横尾セツ 
「長沢様ようこそ本庄クラブへお出で頂き有難うござい

ます。」 
 
狩野輝昭 
「ガバナー公式訪問盛大のうちに終了する事ができまし

た。有難うございました。」 
 
飯塚明男 
「検診のため早退させてもらいます。」 
 
茂木 聡 
「長沢友雄さま、R財団国際親善奨学候補生の顧問ロー
タリアンとして今年一年よろしくお願い致します。」 
 
中村 孝 
「新世代部門セミナーに参加して来ました。」 
 
〔出席報告〕 

 
 
 
 
 

 
次回プログラム発表            
9月 15日（木） PM12:30～ 第 3例会  
会員イニシェーションスピーチ 
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