
 
 

 

《本日の例会》 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
進 行  五十嵐敦子 ＳＡＡ 

点 鐘  午後６時３０分 渋谷修身 会長   

ソング 「それでこそロータリー」 

｢ブラジル国歌｣ナタリアさん 

  
 

来訪者   青少年交換来日学生 
ナタリア・シルバさん 

ホストファミリー 
田辺様、中村様 

     関口雅之令夫人、 
渋谷修身会長令夫人 

     佐藤賀則幹事令夫人、 
     温井一英カウンセラー令夫人 
     
 
〔会長の時間〕    渋谷修身 会長 

 皆さん今晩は。お客様のご紹介

をさせて頂きます。この程ブラジ

ルから来日致しまして今ブラジル

国歌を歌って頂きましたナタリア

さんです。後程、ウェルカムパー

ティーを行いますので宜しく 

 
 
お願いします。その他、ホストファミリーの方と

奥様方にお越し頂いております。皆様よくいらっ

しゃいました。有難う御座います。 
今年度になってから今日で２ヶ月が過ぎました。 

明日からは９月になりますが、未だ暑い日が続い

ていますので皆さんお身体には気を付けて下さい。   

７月の夜間例会の時に、送り出し交換学生中村

茜さんのフェアウェルパーティーを行ないました。    

１ヵ月後の今日は、来日迎え入れ交換学生ナタ

リアさんのウェルカムパーティーという事になり

ます。これからそれをメインとして行いますので

宜しくお願い致します。 

 

 

 

◆ナタリアさんウェルカムパーティー 
 
進 行     岡芹正美 青少年委員長 

 遥々ブラジルからナタリア・シ

ルバさんようこそいらっしゃいま

した。詳細については温井カウン

セラーにご報告をお願いします。 
ナタリアさんは去る８月１９日

(土)１５時５０分無事成田空港に

到着し、２０時少し前に埼玉グラ

ンドホテル本庄に着きました。 
  
 
報 告    温井一英 カウンセラー 

 皆さん今晩は。今日はナタリア

さんのウェルカムパーティーとい

う事で宜しくお願い致しますカウ

ンセラーとして状況報告させて頂

きます。 
 この間の日曜日にカウンセラー

会議という事で行って来ました。

その中で４つのＤというのがロータリーにはあり

まして、これは必ず守って頂きたいという事です。

 

夜 間 例 会 
 

ウェルカムパーティー 
 

（於：埼玉グランドホテル本庄） 
 

国際ロータリー第 2570 地区 第 4 グループ 

本 庄  
ロータリークラブ会報 

 

 

 

 

№４４－８  第２１１３回 例会  ８月３１日   2006 年 ９月 ７日 発行 
2006～07 年度 国際ロータリー会長 ウｲリアム・ビル・ボイド 第 2570 地区 ガバナー 鈴木勲二   

会長 渋谷修身 会長エレクト 岡崎正六 副会長 下山正男 副会長 立石秀壽 幹事 佐藤賀則 

率先しよう 



まずドリンク（酒類）、デート、ドラッグ、ドラ

イブという事になっています。 
 それから今日午前９時３０分に本庄高校へ行っ

て来て注意事項を聞いてきました。 
 これから本人に自己紹介をして頂きます。又、

田辺さんにも今の環境報告をして頂きたいと思い

ます。 
 
 
自己紹介   青少年交換来学生   ナタリアさん  

 こんばんは。私の名前はナタ

リアです。ブラジルから来まし

た。私は１８歳です。私の家は

ベロ オリゾンテです。リオデ

ジャネイロとサンパウロの近く

です。 

 今年一年間日本で沢山の人に

会いたいです。いろいろな所に行きたいです。も

っと日本の文化や日本の事を知りたいです。日本

語を話せるようになりたいです。 

 一年間、どうぞよろしくお願いします。 

 

 

状況報告   ホストファミリー  田辺晶子様  

 今晩は。お世話になります。

ホストファミリーが足らないと

いう事で急遽お引き受けしたの

ですが(私達家族は来年かと思っ

ていました)楽しく暮らさせて頂

いております。 

我が家は夫婦と子供４人(高校

生２人・中学生・小学生)の６人家族なので楽しく

過せるかなと思いますが・・・。 

彼女はとても良い子で、基本的にはブラジル語

ですが英語もわかります。難しい単語になると英

語はわかりませんが何とかコミュニケーションが

英語でとれます。日本語に対しても意欲があって、

ブラジルの方で２ヶ月位日本語の学校に通ってき

たそうです。ひらがなとカタカナは書けますが漢

字は全くわからないそうです。凄く簡単な日本の

基本的な挨拶は出来ます。勿論、日本語は理解で

きないのですが、例えば『どうぞ宜しくお願いし

ます』という言葉は外国には概念としてないので

すが、それを教えた時に本を出してきて｢これは向

こうで習ってきました｣とか、そうやって少し勉強

してきたので親しみ易いと思います。 

文化の違いとして思われる事については、学校

の部活が無く塾も無いそうですので、そういう文

化の違いにとても興味を持っていますので自分の

疑問と思う事はいろいろ沢山の質問をするしっか

りしている子です。 

彼女は今１８歳ですが１月で１９歳になるので、 

向こうでは法律の勉強をしている大学生だそうで

す。見かけは小柄ですが大変しっかりしているお

嬢さんですので、皆さん一年間いるなかで、是非

いろいろな所に連れていってあげて下さい。どう

ぞ宜しくお願い致します。 

 

 
ホストファミリー田辺様ご家族 

 
 

歓迎の挨拶       渋谷修身 会長 

 青少年交換留学生のナタリアさ

んはブラジルの４７６０地区より

８月１９日に来日しました。１年

間本庄ロータリークラブで預かり、

本庄高校の２年生として通学する

ことになっています。これから１

年間、高柳社会奉仕委員委員長、

青少年委員長の岡芹さん、副委員長でカウンセラ

ーの温井さん、アドバイザーの関口夫人、現在ホ

ストをして頂いている田辺さんご家族、それ以後

予定されているホストファミリーの皆様方、そし

て本庄ロータリークラブの全会員にいろいろとご

面倒をお掛けしますがどうぞ宜しくお願い致しま

す。 
 ナタリアさん、日本にそして本庄の地にようこ

そいらっしゃいました。あなたは１年という短い

間ですが、その間できるだけ日本を知って理解し

てもらうよう、又この１年間があなたにとって青

春の思い出の１頁でもあり、これからの永い人生

に於いて何かしらの人間的な成長に役立てたら嬉

しいと思います。 

 ロータリアンが皆さん親切にしてくれますので、 

安心して楽しく１年間を過して下さい。それが私

からの希望です。有難う御座います。 
  
 
挨 拶     髙橋福八 パストガバナー 

 私の長女の家(田辺家)の住居は

四季の里で、子供は高校生２人と

中学生、小学生各１名の６人でに

ぎやかな家族です。 

 この度、ブラジルからいらした

ナタリアさんをお預かりすること

になりました。とても素直な美し

い女の子で、すっかり家族と打ち解けほっとしま

した。 

 どうぞ皆さん都合がつきましたら、土・日曜等

どこかに連れていって下さい。こうした国際交流

が最もロータリーらしい又ロータリークラブでな

くては出来ない楽しい行事なのです。 

 田辺家の電話番号は２１－５７３５です。ナタ

リアさんにとって素晴らしい日本での想い出を作

ってあげようではありませんか。 



 
〔ニコニコボックス〕  坂本雄一 委員 

 

（順不同・敬省略） 
 

岩本英人 
 朝夕は大変涼しくなりました    
が日中は大変暑いようです。  
食の秋ですね。今宵の例会を   

楽しみましょう。 
 
 
Boas vinda en Japon 

本日の夜間例会をお楽しみください。会員一同。 

 （同文にてご投入頂きました） 
渋谷修身 田中 克 笠原 勝 
 
 
ナタリア・デ・カシアＧシルバさんようこそいら

っしゃいました。Como esta Natalia？本日の夜間

例会をお楽しみください。 

（同文にてご投入頂きました） 
渋谷修身 佐藤賀則 坂本雄一 茂木 聡 
武井包光 下山正男 温井一英 南  正 
岡芹正美 横尾セツ 塚越 茂 岩渕富男 
立石秀寿 橋本恒男 岡崎正六 高柳育行 
髙橋福八 渋澤健司 中島高夫 五十嵐敦子 
矢島淳一 石原 修 杉山淑子 竹並栄一郎 
春山茂之 
 

 

本日投入金額合計 ２９，０００円 
 

 

 

乾 杯    高柳育行 社会奉仕委員長 

 今晩は。ナタリアさんが一年間

日本で楽しく、有意義な一時を過

して頂けますようにご祈念すると

ともに、今日出席頂いているホス

トの皆様、またメンバーの皆様の

ご多幸を祈念して乾杯のおんどを

とりたいと思います。 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
閉会の辞      下山正男 副会長 

 ナタリアさん、ホストファミリ

ーの皆さん、会員の皆様が一生の

思い出になりますよう楽しみを沢

山作って頂きまして、一年間宜し

くお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
広聴広報委員会  岩本英人・笠原 勝・戸谷清一・岩堀 薫 

 
■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


