
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
本日の例会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
進 行  斉藤清一 SAA チーフ 
点 鐘  午後６時 30 分 野村正行 会長 
ソング  「それでこそロータリー」 
お客様  派遣学生アドバイザー 
         関口礼子 様 
    ‘95～96 年度派遣生 
         権田治美 様 
    
 
 
会長の時間  野村正行 会長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
今夜は、台風の前触れなのか天気も悪いところ

ご出席くださいまして、ご苦労さまでございます。 
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超我の奉仕 

 
 
 
連絡事項 

 
拡 大 増 強 月 間 

 
夜 間 例 会 

「元青少年交換派遣学生を囲む会」 
 

・例会終了後に国際奉仕委員会による本庄 RC 元

青少年交換学生を囲む会が行われます。 
先立って出席くださいました 1995～96 年度の

派遣生の権田治美さんをご紹介いたします。 
また、本庄 RC・Rotex の皆様にこの計らいを

していただきました関口会員並びに奥様には、

大変お世話さまになりました。お礼を申しあげ

ます。 
  ちなみに、本庄ロータリークラブがロータリ

ー青少年交換学生を送り出している人数は 10
数名になります。特にこうした人数を派遣でき

たことを考えますと、当クラブより地区派遣役

員として長年に亘って地区の国際奉仕部門に、

また、部門委員長に携わって来た関口雅之会員

の功績の賜物と思います。また、受け入れ学生

のシャペロンを努めた奥様の功績の方が大き

いかも、そして、Rotex の皆様とこの様な会を

催すことが出来ますことを皆様にご披露いた

します。 
・先週の例会において、新入会員候補者の山田龍

雄様、同、今泉憲治様について発表し、今日の

午後 12時 30分をもって異議の申し立ての受理

はなかったので、両人について入会式を 9 月 1
日に行う予定です。 

・先週の例会後の素人手品施設訪問には、ご出席

くださいまして、有難うございました。 
また、岡芹会員有難うございました。 

・ 9 月 1 日に定例理事会の開催を予定しています。

役員、理事の方に後日ご案内をいたしますので

宜しくおねがいします。  
 
 
 
 
 
 
 



 
幹事報告  温井一英 幹事 
 
 
本日は関口さんの奥様に

はいろいろご協力頂き有難

うございます。 
 
・ 第33期青少年交換留学

生帰国報告書が配布さ

れました。 
・ 本庄南 RC 第 547 回公開卓話例会のおしらせ 

8 月 30 日(火)午後 7 時開会・五州園 
・ ボランティアセンターよりボランティア募集

の案内が届いています。 
・ 先週の例会でご紹介いたしました今泉憲治さ

ん(食品卸売業)、山田龍雄さん(不動産賃貸業) 
反対等がありませんので、梅村情報委員長と

打ち合わせしまして、入会の手続きをさせて

頂こうと思いますので、宜しくお願いいたし

ます。 
 
 

ご挨拶 
 
  
派遣学生アドバイザー 関口礼子 様 
 

 
皆さんこんばんは。 

今夜は 95～96 年度第

9450 地区オーストラリ

アのWANGARA RCに

派遣されていた権田治美

さんをご紹介します。 
権田さんは 3 人姉妹で

す。彼女は約束したらど

んな事があっても必ず守

って実行してくださる素晴らしい方です。この先

はご自身でお願いします。 
  
展示の説明をさせてください。 

約 3 ヶ月掛って皆さんから送って頂きました。今

でも E メールで届いたという事が信じられない

のですが、この多くの写真も届きました。 
 古い順から申しあげると、真下君、すでに 3 人

のお子さんがいらっしゃいます。 
来日のダニーカーターは米国在住で、癌の手術

を数回していますが、頑張っているとの事です。 
高橋君は遠いチリで日本の会社にいらっしゃ

います。写真を含めて 11 枚も送ってくださいま

した。 
細野君も 5 枚報告をしてくださいました。 
徳永さんは浜松在住でお子さん 3人のご家族で

す。 
川上君はスペインのカナリヤ諸島へ派遣され

ていました。 

次の種村真美子さんはメルボルンの小学校へ

赴任しております。東京女子大からの日本語教師

しとして派遣され、270 人の生徒に教えています。   

教え子の作品、写真、オーストラリアのスーパー

の写真等送ってくれました。彼女の「オーストラ

リアを知ってください」という気持ちを解ってく

ださい。 
ブラジルへ派遣された五十嵐一貴君のメッセ

ージも貼ってあります。 
田中章子さんは旅行社の仕事に付くため、ただ

今試験中のため欠席とのことです。 
その他レポートの提出のない人達もそれぞれ

仕事等に忙しく活躍されております。 
 
1995～96 年度 青少年交換派遣生 

権田治美 様       

 

本日は本庄ロータリー

クラブの会にご招待下さ

り、有難うございます。 
95～96 年にオーストラ

リアのパースに派遣させ

ていただきました権田治

美です。 
帰国して 10 年経ちま

したが、10 年経た今もな

お、オーストラリアでの経験が私にとって大きな

自信、糧となっています。 
 現在は、横浜市立芹が谷小学校で教員をやって

います。私の体験話等を通じて、子どもたちが少

しでも異国への興味を持つきっかけになればと

思うところです。 
 微力ではありますが、これからも将来を担う子

どもたちのために、全力投球をしていく決意です。 
 是非、何かのときは声かけをして下さるとあり

がたいです。 
今日は本当にありがとうございました。 

 
 
委員会報告 
 
三宅健吉  社会奉仕委員長 
 

8月18日安誠園に於

いて素人手品を伴いま

しての施設訪問を実施

させて頂きました。皆

様方のご協力を得まし

て成功裡に終わりまし

た事をご報告させてい

ただきますと共に、ご

協力感謝申しあげます。 

 尚、当日ケーブルテレビの取材がありましたが、

無償にて放映して頂けることになりました。この

場をお借りして、本庄ケーブルテレビ戸谷清一会

員にお礼を申しあげます。 



中島高夫 広聴広報委員長    
8 月 18 日安誠園に

於いて素人手品施設

訪問のケーブルテレ

ビの放映が 9 月 23 日

午前 9 時から 15 分位

を 1 時間置きに放映さ

れる事になりました。

是非ご覧頂きたいと

思います。 
 

 
ニコニコボックス 飯塚章治 会員 

(敬省略) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
夜間例会、皆で楽しく語り合いましょう。 

(同文にてご投入頂きました) 
 
渋谷修身 矢島淳一 斉藤清一 茂木 聡 
中島高夫 梅村孝雄 野村正行 竹並栄一郎 
笠原 勝 橋本恒男 下山正男 沼田恵義 
三宅健吉 石原輝弥 渋澤健司 佐藤賀則 
中村 孝 武井包光 
 
飯塚明男 
 台風の中、権田治美さんようこそ、今日一日宜

しくお願いします。 
 
岩本英人  温井一英 
 新入会員岩堀さん今後のロータリー活動頑張

ってください。期待しております。 
 
塚越 茂 
 古瀬さんは本日の会は欠席だそうです。 
 
藤井 仁 
 ニコニコ委員会の皆様ご苦労様です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

飯塚明男  国際奉仕委員長 
 

 今日は台風の中、権

田治美さん、関口礼子

さん、会員の皆さん出

席有難うございます。 
 本庄 RC より 15 人

の人を送っていますが 
今日の会に出席したく

ても仕事の関係や地理

的な問題もあり、出席

出来ない人も多くいる

ことを考えて頂きたいと思います。 
そのため、FAX や E メールを利用し、その

活躍は目を見張るものも多く見られました。 
これからも交換派遣をし、それを糧として活

躍する姿を、側面より応援したいと思います。

これからもご協力宜しくお願いいたします。 
 
 

 
広聴広報委員会  中島高夫・杉山淑子・岩本英人・笠原 勝・西村賢次 
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