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カンボジア山本日本語学校 会長 山本宗夫 様
浦和ロータリークラブ 服部一人 様
坂 会長
前回の公式訪問例会におか
れましては、会員の皆様に
ご協力を頂きまして、有難
うございました。大貫ガバ
ナーにしっかりとご指導を
頂きました。何となく公式
訪問が終われば一丁あがり
みたいな感じがしますが、
実は公式訪問が終わって、これからが本番です。大貫ガ
バナーから直接 RI の方針を確認し、地区の方針も確認
した訳ですから、これから私共の年間スケジュールの本
番に入ります。私自身も気持ちを引き締めて頑張ろうと
思いますので、委員長の皆様もご協力をお願いしたいと
思います。先程、切敷会員増強委員長からも本腰を入れ
て始めようという事ですので、浦和さんの数には及びま
せんけれども、何としても６０名を目標に頑張ろうと思
っております。先週 21 日に姉妹提携クラブの韓国の南
安養ＲＣの例会に参加して参りました。そして 22 日に
韓国第 3750 地区と第 2770 地区交流 30 周年事業がソウ
ルから 30 キロ位離れているスウォンという所で行われ
まして、こちらには久世パストガバナーもご一緒に参加
して頂き、
23 日にはソウルで日韓会議がございました。
詳しくは、来週、ご報告をさせて頂きたいと思います。

浦和ロータリークラブ 服部一人 様
本日はありがとうございます。
実は最近、浦和ロータリークラ
ブの例会にあまり出席出来ずに
おりまして、たまたま、こちら
の松山会員と仕事のお付き合い
がございまして、今日ここで例
会があるので出席してみたらど
うかという話になり、当時、埼玉中央青年会議所（ＪＣ）
でお世話になった入江幹事にお電話をして、本日出席さ
せて頂くことになりました。不慣れでございますが、宜
しくお願い致します。

［会場］大宮サンパレス
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国際奉仕担当：外部卓話

御畑親睦委員長
先日の誕生祝い発表の時に、ご欠席
だった方にお祝いを贈呈させて頂き
ます。
（守屋会員、星野会員、泉会員）
10 月 17 日家族例会、歌舞伎座観劇の
ご案内をしておりますが、45 名募集
のうち、まだ半分位の状態でござい
ます。お返事を頂いていない方は宜しくお願い致します。

山田ゴルフ同好会会員
本日は、川西会長いらっしゃいます
が、入歯の調子が悪いという事で、代
わりにご報告させて頂きます。坂年度
第２回ゴルフコンペ開催が決定致しま
した。宿泊も考えておりましたが、今
回は 1 日だけに。小沼会員にご尽力頂
きまして、5 組予約が出来ました。近
くですので、是非ご参加をお願い致します。
＜坂年度第 2 回ゴルフコンペ＞
11 月 9 日（木）浦和ゴルフクラブ 7:25 スタート

泉国際奉仕委員長
今月は、基本的教育と識字率向上月間
です。国際奉仕では、地区補助金（海
外特別枠）を獲得しまして、カンボジ
アの山本日本語学校に支援が決まりま
した。9/15 には一部送金をしておりま
す。今日は山本日本語学校の創始者で
あります山本宗夫様を迎え、学校の紹介とか色々と卓話
を頂きたいと思います。日本語の基本的教育をしておら
れ、ロータリー月間にはピッタリ当てはまると思います。
また山本さんは日本語学校だけでなく、他にも会社を経
営されて幅広くご活躍をされています。
（現在 88 歳）

カンボジア山本日本語学校 会長 山本宗夫 様
今回、大宮中央ロータリークラ
ブから、多大な支援をカンボジ
アにして頂きまして、誠に有難
うございます。そして、カンボ
ジアの日本語教育についての
現状をお話したいと思いまし
て、お伺いさせて頂きました。

会長テーマ 「クラブを見詰め直そう」

大宮中央ロータリークラブ
から援助して頂きましたの
は、DVD プレイヤー、テレ
ビを各 2 台、コピー機 1 台
買って頂きました。
（中略）
日本語学校は設立して 22
年間で 590 人が卒業生しま
した。学費、授業料は無償
です。経営の仕方は、卒業
生が会社を経営してくれると、その利益の少しを学校に
まわしていくというようになっています。卒業生の多く
は私が経営している旅行会社やホテルで働いています。

見富委員
会員総数 ：５３名 出席対象者：３９名
出席者数 ：２７名 出 席 率：５４.17％
前々例会修正出席率：８２.90％
（順不同）
樋口会員
〇浦和ロータリークラブから来ました。服部です。不慣
れでございますが、よろしくお願いします。
・・・・・・・・ 浦和ロータリークラブ 服部一人様
○カンボジア山本日本語学校 山本宗夫様、ありがとう
ございました。
・・・・・・・・・・・坂 仁視会長
○浦和ＲＣ服部一人様、ようこそ。
・・・坂 仁視会長
○夏の疲れが出る頃です。皆様、体調管理をしっかり！
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 坂 仁視会長
○山本先生ありがとうございました。服部君久々にあえ
て良かったです。元気でなによりだ～ 入江信仁幹事
〇山本会長、日本とカンボジアの友好発展に益々ご活躍
される事を楽しみにしております。
・・佐野 巖会員
〇山本会長、卓話をありがとうございました。
・・・・・・・・・・・東山 大会員、川西英章会員
○山本さん卓話ありがとうございます。11 月の訪問時
には宜しくお願いします。
・・・・・・ 須永茂男会員
○山本様、卓話ありがとうございます。
・石川力哉会員
○山本様、卓話を頂きまして、ありがとうございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・星沢義隆会員
○山本様、講話有難うござます。
・・・・倉持正徳会員
○山本宗夫様、卓話ありがとうございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・守屋 実会員
○山本会長、今日は卓話ありがとうございます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・泉 英明会員
○山本会長、本日は有難うございました。小沼岳司会員
○山本様、有意義なお話をありがとうございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 御畑博司会員
○山本先生、卓話ありがとうございました。今後よろし
く！・・・・・・・・・・・・・・・ 切敷健一会員
○山本様、ようこそ。本日はよろしくお願い致します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 山田善信会員
○山本先生、卓話ありがとうございました。ご健勝ご祈
念申し上げます。
・・・・・・・・・御徳永誠三会員
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○本会長様、外部卓話ありがとうございます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 斉藤健一会員
○山本宗夫様、ようこそ。
・・・・・・・ 町田宏遠会員
○卓話ありがとうございます。
・・・・・・柴田 功会員
○カンボジアと日本とのかけ橋、泉さんガンバレ！
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 吉澤俊一会員
○9 月 24 日で古希になりました。朝から宅急便やらメ
ールでたくさんお祝いをしていただきました。何歳に
なってもうれしいですね。
・・・ ・・・星野時夫会員
○浦和 RC 服部様ようこそ。山本先生、卓話ありがとう
ございました。
・・・・・・・・・・・勝野由行会員
○坂会長、久世パスト、韓国訪問ごくろう様でした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 熊木広光会員
○明日は福島へ行ってきます。
・・ ・・・小川一徳会員
〇開催まで 4 か月となった平昌五輪、欧州各国が不参
加を検討。大韓航空機爆破事件の時は、ソウルオリン
ピック妨害、ついつい良からぬ事を思い出してしまい
ました。
・・・・・・・・・・・・・・見富清一会員
○皆様、おつかれ様です。
・・・・・・・ 柏木英太会員
○暑さ寒さも彼岸までとはよく言ったものですね。巾着
田の彼岸花満開です。
・・・・・・・・樋口領治会員

本日のスマイル合計： ３８,０００円
本年度スマイル累計：５２９,０００円
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スマイル報告：樋口会員

目的・四つのテスト:倉持会員↓

←司会：星野パスト会長

第２回来日学生
オリエンテー
ションにて、
当クラブ留学生
アナスターシャ
が日本語で
スピーチを
しました。
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