
 

《本日の例会》 
 
 
  
 
 

 

進 行 田中 克 ＳＡＡチーフ 

点 鐘 午後 12 時 30 分 岡崎正六 会長 

ソング ４つのテスト 

童 謡 あめふり 

 

〔会長挨拶〕      岡崎正六 会長 

  
皆さん今日は。６月１４日に岩手、宮城内陸地

震が発生しなだれで山肌があらわになり、唯一交

通手段の道路が寸断され孤立した方々大変な思い

をされた事と思います。天災、人災とこのところ

大きく報道されております。充分気をつけましょ

う。 
本日のお客様の紹介を致します。第２５７０地

区ガバナーノミニー加藤玄静様、交換留学生 折

原愛美さんです。後ほど帰国報告をお願い致しま

す。 
今年度グランドホテルでの例会は本日が最終例

会になります。後は、次週のさよなら例会を残す

だけとなりました。一年間有難うございました。 

又ホテルの皆様には大変お世話になりお礼を申し

上げます。有難うございました。 
 
〔幹事報告〕    矢島淳一 幹事 

 
皆様、こんにちは、幹事報告を申し上げます。 
折原さんようこそ本庄ＲＣへいらっしゃいました。

交換留学ご苦労様でした。またおみやげを頂きあ

りがとうございます。 
本庄市プロ野球等開催実行委員会会長 吉田信

解様より 2008 イースタンリーグ公式戦「埼玉西
武ライオンズ対読売ジャイアンツ」に対するお礼

状が届いています。 
訃報が 繁田昌利幹事より届いております。

2570 地区新世代部門青少年交換委員長 小島直様
がご逝去されました。ご家族にて密葬すませ後日

社葬の知らせがあるようです。当クラブも交換留

学生プログラムでたいへんお世話になりました方

でございます。心よりご冥福をお祈り申し上げま

す。なお社葬の折り弔電を送る予定になっていま

す。 
社協だよりハート＆ハート、国際交流協会イン

フォメーションＮＯ88、学友会ニュース、「友」
インターネット速報ＮＯ338、let’sぼらんてぃあ 6
月号などのお知らせが届いています。いずれも、

この後回覧いたしますのでご覧になってください。 
以上で本日の幹事報告を終わります。ありがとう

ございました。 
 

 
交換留学生帰国報告 

 
卓話 
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〔地区報告〕 
米山学友総会及び新奨学生歓迎会      

米山奨学生カウンセラー 坂本優蔵 会員 

 
 
交換留学生帰国報告 

交換留学生 折原愛美さん 

 
 

 
Good afternoon everyone! My name is Manami and I 
am 17 yeas old. I was an exchange student to Oklahoma 
America. I stayed there for about 10 months and had 2 
host families. I went to Classen school of advanced 
studies and made a lot of friends there. My school had 2 
rotary exchange students except me and they were from 
Brazil and Germany. 
改めましてみなさんこんにちは。本庄ロータリ

ークラブのみなさまのおかげでアメリカのオクラ

ホマ州に派遣させていただいた折原愛美です。 
向こうでの様子を写真にとってきましたので、そ

れを見ながらお聞きください。私はオクラホマに

約１０ヶ月程滞在し、２軒のホストファミリーに

お世話になりました。学校は Classen SAS高等学校
の２年に在籍させていただき、たくさんの友達を

作ることが出来ました。その学校には２０人くら

いの留学生がいて、私のほかにブラジルとドイツ

から２人のロータリーの交換学生もいました。 
アメリカの学校では留学生だからといって特別扱

いをしてくれません。毎日、山のような宿題には

悩まされました。答えを出す前に、英語での質問

の意味がわからないのです。ホストファミリーが

宿題の手伝いをしてくれましたが時々悲しくなっ

てしまい、何度も大泣きをしました。学校の先生

に「私は英語が良くわからない」といっても、ニ

コニコ笑って「知っているよ」といわれるだけで

す。私は必死で英語の勉強をしました。 今とな

っては学校の厳しい対応に感謝しています。 
次に、気候についてお話をします。真夏は気温

が４０度くらいになり日本よりも暑く感じました。

第１ファミリーの家にはプールがあって友達とプ

ールで何度か涼んだりもしました。 
オクラホマにも四季がありますが、日本のように

はっきりとした季節の移り変わりは見ることが出

来ませんでした。 
１２月にロータリーのスキー教室でコロラド州に

４泊５日で行ってきました。その旅行からオクラ

ホマに帰ってきたらアイスストームという、一面

氷で覆われてしまう気候でした。道路も車も家も

木も草もすべて凍ってしまい、電気も使えなくな

ってしまう様な状態でした。 
春から夏にかけてトルネードを何度か経験しまし

た。日本で言う竜巻です。 
表ではサイレンが鳴り、テレビではトルネード情

報が流れ、私は少し不安でしたが家族は慣れてい

たので心強かったです。 
次にホストファミリーについてお話します。 
第１ホストママはイランの方で、ホストパパはネ

イティブアメリカン、２５歳と１２歳の息子がい

る４人家族でした。ママは彫刻家でパパは元消防

士でした。このお宅には約９ヶ月お世話になりま

した。ママは優しいけれどしつけにはとても厳し

い方でした。弟とは喧嘩もして、ママによく怒ら

れましたが、遠慮の無い関係が英語の上達にとて

も役立ったと思います。 
第２ホストママは産婦人科医で、パパはコンピュ

ーターのエンジニアでした。２人ともロータリー

の交換留学生でママはブラジル、パパはノルウェ

ーに派遣されていたそうです。娘と息子がいます

が、すでに独立していました。 
ママとパパとは親子というよりも仲の良い友達の

ようでした。オクラホマの名所、コンサートなど

いろいろなところに３人で出かけました。 
２軒の家族とも私をとても大事にしてくれ、本当

にすばらしい時間をすごすことが出来ました。 
いろいろな行事も経験しました。 
クリスマスはツリーの大きさに驚かされました。 
ハローウィーンでは魔女に扮装し、キャンディー

もたくさんもらいました。 



イースターは、前日に家族で卵を着色し、当日は、

弟と私の部屋の前にプレゼントがおいてありまし

た。私の使っていた部屋は愛美ルームとして、い

つアメリカに帰ってきても良いようにしてくれて

います。日本にいて、アメリカに自分の部屋があ

るなんて本当に私は恵まれているなあと思います。 
今も２軒の家族とは連絡を取り合っていますし、

これからもずっと家族の１員として仲良くやって

いきたいと思います。 
私はオクラホマでたくさんのことを学びました。

最初の３ヶ月は言葉も通じず大変でしたが、学校

の友達、家族、ロータリーの方々に助けてもらい、

充実したアメリカ生活を送ることが出来ました。

本当にたのしかったです。 
こんなすばらしい経験が出来たのも、本庄ロータ

リークラブのみなさんの応援のおかげだとおもい

ます。ありがとうございました。心より感謝して

います。今後、私にお手伝い出来る事があれば出

来る限り協力させていただきますのでよろしくお

願いします。 
最後になりますが、アメリカの若者が大好きな

reese’sのチョコを買ってきましたのでお口に合え
ばよいのですが、召し上がってみてください。 
大変簡単ですが、これで、帰国報告を終わらせて

いただきます。  
ありがとうございました。 
 
Ｄ5750 のインバウンドたちと 

 
 
ハロウィン ホスト弟と 

 
 
 

プロムでドレスアップ 

 
 
高校の卒業式 

 
 
自宅でのクリスマス 

 
 
 
 



〔委員会報告〕 
職業奉仕委員会  五十嵐敦子 委員長

 
平成 19年度から、協力、実施しております北高
校の「社会体験活動」につきまして高い成果を収

め、平成２０年度も引き続き実施いたします。 
１１月５日～7 日の３日間です。平成１９年度は、
受け入れ可能事業所５０事業所リストを提出しま

した。本年度も事業所リスト提出の時期になりま

した。受け入れ可能、または、本年度は遠慮した

い事業所につきましては、申し出て頂きたくお願

いします。皆様のご理解とご協力を平成２０年度

も宜しくお願いします。 
 
ゴルフ部       巴 高志 委員 

 
ゴルフ部よりご連絡を致します。ゴルフ部会員

の皆様のご協力を持ちまして無事に本年度４回の

ゴルフコンペを終了することができました。詳し

い決算書については、次週の広報に掲載させて頂

きます。一年間ご協力有難う御座いました。 
次年度も宜しくお願い致します。 

 
2007～2008年度収支決算報告書は別紙にて 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔卓 話〕 
「ガバナーノミニーとして一年を振り返り、

次年度エレクトに向けて」 
 

加藤玄靜 第 2570地区ガバナーノミニー 

 
本庄ロータリークラブ例会一口法話 
・ 七佛通戒偈（しちぶつ つうかいのげ） 
   諸悪莫作・・・しょあくまくさ 
   衆善奉行・・・しゅぜんぶぎょう 
   自浄其意・・・じじょうごい 
   是諸仏教・・・ぜしょぶっきょう 
理論や理屈がなんぼ分かっていても、実践をしな

ければ何も成らない。 
   家庭においても 
   企業においても 
   社会においても 
言わんやロータリーにおいても同じ事である。 
   まさに「人生心がけ」です。 
・ 宗教も、ロータリーも「因縁・因果・蒔いた

種が生える」 
という共通のものがある。・・・理論と実践 

・ 一日の光陰は短しといえどもこれを空しゅう

する事なかれ 
一夜をすつるはこは汝の命を滅ずるなり 
まさに「時間を無駄に出来ない」のです。 

 
 
 
次回プログラム 
日時：6月 26日（木曜日） 
さよならパーティー（五州園にて６時 30分点鐘） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



出席率 

 
 
〔ニコニコＢＯＸ〕 
 
岡崎正六 会長 
「ニコニコ BOX委員会の皆さん。一年間ありがと
うございました。」 
 
渋谷修身 会員 
「出席委員会、ニコニコボックス委員会の皆様、

一年間ご苦労様でした。」 
 
渋谷修身 会員 
「広報委員会の山田会員、一年間、毎週広報発行

大変でしたね、ありがとうございました。」 
 
加藤玄靜 会員 
「岡崎、矢島年度の最終卓話をさせて頂きま

す。」 
 
温井一英 会員 
「早退させて頂きます。」 
 
藤井 仁 会員 
「ニコニコボックスの皆さん、ご苦労様です。」 
 
 
戸谷清一 会員 
「定時株主総会のご出席のほど、お願い申し上げ

ます。６月２３日（月）５時より五州園です。」 
 
「2570 地区ガバナーノミニーの加藤会員、本日の

卓話よろしくお願いします。」 
 
岡崎正六 矢島淳一 武井包光 坂本雄一 
田中 克 立石秀壽 岩渕富男 竹並栄一郎 
春山茂之 町田国彦 金子 弘 茂木 聡 
橋本恒男 井下 典 野村正行 坂本優蔵 
下山正男 五十嵐敦子 浅香 匡 巴 高志 
中島高夫 澁澤健司 野沢章夫 萩原達夫 
金子 章 杉山淑子 石原輝弥 
 
 

本日投入金額合計 34､000 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

会員数 

出席免除

会員数 

出席義務

会員数 

出 席 

会員数 

 

出 席 率 

 

７５名 

 

８名 

 

６７名 

 

４１名 

 

６７％ 

     
広聴広報委員会  小此木利明・山田喜一・金子 章 
 

■例会日 毎週木曜日  12:30～13:30   ■例会場 埼玉グランドホテル本庄 

■事務所 埼玉グランドホテル本庄 700 号   Eメール honjorc@themis.ocn.ne.jp 

〒367-0041 本庄市駅南 2－2－1      ホームページ     

TEL 0495-22-7522  FAX 0495-22-3571   http://www.globals.jp/hp/HRotary/index.html 


