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酒井副会長
地区青少年交換委員長 星野晃一郎 様
（大宮 RC 所属）
坂 会長
本日は、大宮クラブご出身の地
区青少年交換委員長の星野様に
ご出席を頂きました。星野委員
長におかれましては、予定者の
時から、先月の 29 日出発しま
した西高の藤崎君とアナ来日を
含めまして、大変お世話になり
ました。お陰様で本年も私共の青少年交換事業が出来ま
した。来週はいよいよ大貫ガバナーをお迎えしての公式
訪問例会でございます。先日のクラブ協議会において、
柴田ガバナー補佐のご指導、ご指摘を受けた委員長様、
あの日のご指摘を踏まえて、しっかりしたご報告をお願
いしたいと思います。今日、実は酒井パスト会長に司会
をお願いしましたが、酒井パストが会長の時に、私が幹
事を務めさせて頂いたんですけど、あんなにあがってい
る酒井さんを見たのはあの 1 年間でも無かったです。

ＲＬＩパートⅠ修了証授与（松山会員、小沼会員）
会長より、山田会員の奥様
へお誕生祝いのお菓子を
プレゼント（いつも二次会
の設営で頑張って頂いて、
なかなか早く帰れないの
で、今日は早く帰って一緒
に召し上がって下さい）

地区青少年交換委員長 星野晃一郎 様
（大宮 RC 所属）

［会場］大宮サンパレス

2017.9.19 発行

青少年奉仕委員会担当卓話

本日は貴重な時間をいただき大変感
謝しています。青少年交換プログラ
ムとは、世界 100 か国以上で 15 歳か
ら 19 歳までの学生が海外に滞在し、
相互理解・国際親善が目的です。ま
た、ロータリアンの子弟が唯一参加
できる国際プログラムです。留学か
ら帰国した学生をＲＯＴＥＸといい
ます。すでに 600 名以上の学生の交換を行っていて、今
年度は 20 名の来日学生を受け入れ、派遣学生は 22 名で
す。アメリカ、メキシコ、韓国、台湾、フィンランド、
オーストリア、ベルギー、スイス、ドイツ、フランス、
イタリア、チェコが今年の交換国となっています。来日
学生は、例年 8 月の後半に来日させ、来日後すぐに全員
を集めて合宿を行います。来たばかりで緊張感もありま
すからこの時に、日本でのルールや 1 年間の約束事項、
食事等の適正を確認します。合宿の後は毎月 1 回程度オ
リエンテーションを行い、一人 3 分程度のスピーチを毎
回予定しています。11 月は 2570 地区と合同で東松山の
第 40 回日本スリーデイマーチ、地区大会、12 月は手巻
き寿司講習会。2 月はスキーキャンプ 3 月は京都・広島
旅行を予定。是非とも大宮中央ＲＣさんでの企画にも呼
んで頂きたいと思います。派遣候補生にも同様のオリエ
ンテーションを行っていて、危機管理と 1 年間の留学を
無駄にしないようにプログラムを組んでいます。現在は
派遣学生、来日学生に県の親善大使として委嘱状を発行
していただけることになっています。埼玉県では『埼玉
発世界行き』という抽選にはなるのですが給付型の補助
金制度が創設されました。最大 50 万円は魅力的だと思
います。ロータリアンになった学生は 600 人留学して、
たった 2 人程度です。この辺りはクラブ活性化のために
改善が必要かと思います。8 月に 2018-2019 年度の派遣
学生の選考試験を行いました。32 名の受験生に対して
18 名の合格を出しました。そのうちスポンサーが決ま
っている学生はおおよそ半分です。後の学生はこれから
スポンサーを探します。また、近年の委員会では複数の
クラブでの受け入れを
奨励しています。やら
ないためにと考えるよ
り、どうしたらできる
か？やってもいいかと
考えていただけると非
常に助かります。

会長テーマ 「クラブを見詰め直そう」

入江幹事
・米山梅吉記念館への寄付 100 円×会員数 53 名分を
スマイルより捻出しました。
・次年度地区役員に佐野パスト会長を推薦する事に決定。
・岩渕会員より「量り」を寄贈して頂きました。ペット
ボトルキャップの重さを量る為にご活用下さい。
・次週の公式訪問例会は、ネクタイに上着着用です。

須永親睦委員

長期計画委員会 入江委員長 テーブルの上に、先日
行われたディスカッションの結果がございますので、見
て頂いて少しだけご意見を頂ければと思います。
（以下、
結果発表と数名より貴重なご意見を頂きました）

勝野委員
会員総数 ：５３名 出席対象者：４７名
出席者数 ：３０名 出 席 率：６３.83％
前々例会修正出席率：８５.10％
（順不同）
星沢会員
〇本日は青少年交換プログラムの説明をさせていただ
きます。よろしくお願い致します。
青少年交換委員長 星野晃一郎様（大枚を頂きました）
〇地区青少年交換委員長 星野晃一郎様、卓話ありがと
うございました。
・・・ 坂 仁視会長、徳永誠三会員
〇来週のガバナー公式訪問例会、よろしくお願いします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 坂 仁視会長
○星野青少年交換委員長、本日はありがとうございま
した。又、来週は公式訪問です。皆様よろしくお願
いします。 ・・・・・・・・・・・・入江信仁幹事
○星野委員長、卓話をありがとうございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 東山 大会員
○星野委員長ようこそ！今日はよろしくお願いします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐野 巖会員
○星野さん卓話ありがとうございます。大宮西高校の
アナさんが大変お世話になります。
・・林 正憲会員
○大宮 RC 星野さんようこそ。青少年交換よろしく。
・・・・・・・・・・・・・・・・・久世晴雅会員
○地区青少年交換委員会、星野委員長、卓話ありがと
うございました。アナスターシャさんがいつもお世
話になってます。
・・・・・・・・・ 勝野由行会員
○星野様卓話ありがとうございました。アナスターシャ
ようこそ。
・・・・・・・・・・・・・小沼岳司会員
○星野君ありがとう。
・・・・・・・・・町田宏遠会員
事務局 ：さいたま市大宮区宮町 2-147 大宮 KSA ビル 403
TEL 048-648-6635

FAX 048-649-0901

○星野青少年交換委員長ようこそ。
・・・熊木広光会員
○星野青少年交換委員長、アナスターシャがお世話に
なります。アナスターシャ travail bienfait。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 岩渕孝男会員
○家の本箱でお宝発見。
・・・・・・・・石川力哉会員
○石川先生、写真集ありがとう。
・・・・切敷健一会員
○大雨にうたれて、夏がおち足元は水びたし！
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 須永茂男会員
○本日は妻の誕生日なので、早く帰ろうと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 山田善信会員
○白菜、キャベツ、ブロッコリー、大根 4 種、玉ネギ
2 種、小松菜、チンゲン菜、春菊、ホウレンソウ、
かき菜、菜花、ニンニク 120 球が秋の植付と種播
きです。百姓気取りです。
・・・・・・樋口領治会員
○明日スタッフとの懇親会で東京湾の屋形船に乗って
きます。涼しいといいな。
・・・・・・小川一徳会員
○誕生日、結婚、各記念日おめでとうございます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 柴田 功会員
○今年の夏は過ごし易いとは言え、身内に不幸続きで、
久し振りに皆様に会えて心が晴れた思いです。これ
を機に欠席しない様、心掛けます。 品川喜久郎会員
○埼玉県で最初の市は何処でしょうか？そう大正 11
年の川越です。次が熊谷、3 番目は川口です。浦和
町、大宮町、与野町が市となったのは昭和 9 年以降
です。埼玉県のロータリーの発祥の地が川越だと言
うことが納得です。
・・・・・・・・・見富清一会員
○とうとう 10 秒が切れました。19 年前の伊東選手
が 9.9 秒が修正されて 10 秒 0 となったのですが、
今回は 9.9 秒が 9.8 秒に修正でした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・御畑博司会員
○9/15(金)第 3 回マスコミ懇談会、地区内の 13 ク
ラブにまじって5分間の
「活動PR」
をして参ります。
・・・・・・・・・・・松山哲則会員
○アナスターシャ 1 年間楽しんで下さい。
山本英一会員、斉藤健一会員、酒井正次
会員、星沢義隆会員、川㟢彦一会員
○9/15 結婚記念日で銀婚式です。
・・・・・・・・・・・大島勝利会員

本日のスマイル合計： ４４,０００円
本年度スマイル累計：４３８,０００円
←本日の司会：
酒井パスト会長

目的・四つのテスト:
大島会員→

→
岩渕会員より寄贈
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