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　5月9日、第6回　市内9RC会長幹事会がダイワロイネットホテルで開催されました。
　今回は山下ガバナー補佐以外に福井ガバナーそしてRotary E-Club Sunrise of Japanから
新居田会長と西井幹事が参加されました。
　まず初めの議題でSunrise of Japanが市内9RC会長幹事会に加入するかしないかで、結
果2640地区分区3には所属するが市内9RC会長幹事会には加入しない事が決定しました。

　和歌山東口の掲示板は北原美麗さんに書いていただいた掲示板になりました。
　あとアゼリアRCからワンワン街頭募金活動への協力依頼と先日行われた親睦ゴルフ大会の収支決算報
告がありました。
　最後に和歌山西RCより次年度のIM・市内RCインターシティーミーティングへの協力依頼がありました。

会 長 報 告� 上中　崇司  会長

・ 和歌山東ロータリークラブに米山奨学生陳芸さんの世話クラブということで委嘱状を頂いてお
ります。

・こばと学園だよりと和歌山青年会議所JCニュースを回覧します。
・本日例会終了後、理事役員会を開催しますのでご出席よろしくお願いいたします。

幹 事 報 告� 樫畑　友洋  幹事

皆さんこんにちは。いよいよ5月14日（日）地区研修協議会が開催されます。今年は地区
内の全クラブが出席という事で大変喜んでおります。また地区大会には市内9R.C.より1名
づつの実行委員をご推薦下さいますようお願いします。

また私は今回で31クラブ目となりましたが、7月までに出来るだけ多くのクラブをま
わってその実情をふまえた上で自分の年度をスタートしたいと思いますので今後ともよろ
しくお願い申し上げます。

国際ロータリー第2640地区ガバナーエレクト　岡本浩さんよりご挨拶

左：地区米山学友小委員長　山本佳弘さん
中：陳　芸（チン　イー）さん
右：村田昌之カウンセラー

こんにちは。私は和歌山大学で教育学を学んでいます。これから1年間よろしくお願いします。

米山奨学生　陳　芸（チン　イー）さんご挨拶

5 月の奨学金をお渡ししました。村田昌之会員に奨学生カウンセラーの委嘱
状伝達
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クラブフォーラム「青少年奉仕」� 乾 　 敦 雄   委員長

� 村 田 　 昌 之   会員

　青少年奉仕はインターアクト、ローターアクト、ライラ研修、青少年交換留学など多岐にわたっ
ています。
　東ロータリークラブでも青少年交換留学について村田さんにお話しいただきます。
　青少年交換留学とは海外の地区と学生を交換することにより、国際理解と平和を希求するもの
である。

青少年奉仕委員会の委員長さんから我がクラブの青少年交換プログラムについてクラブフォー
ラムでの話をして下さいとのことで、遠い遠い記憶を辿ってみることにしました。

暫しの時間を頂きたいと思います。
ロータリークラブの青少年奉仕については、いくつかのプログラムが用意されていますが、そ

の中でも交換留学生のプログラムは、大変有意義で素晴らしい成果を上げていると思います。私
は1982年に入会を許されてから後1987年より4年間第2640地区の青少年奉仕委員会の委員とし

て、パストガバナーの北中登一先生（当時青少年奉仕委員長）の御指導を受けました。
私達の東R.C.の青少年交換プログラムについては、その前から活発に行われていました。我がクラブの会員故

嶋忠弘さんが外語学院を経営されていた関係もあって、深く携わって頂いていました。
最初の交換留学生として、私達のクラブの野井晋さんのお譲さん野井聖子さんが1983〜1984年にアメリカに

留学されました。もちろん交換留学ですから相互に行けば向こうから来るわけです。アメリカからはMr.マック
ス・エルダン・ランボーⅢ君でした。

以下、別紙の和歌山東ロータリークラブ青少年交換学生の経過をご覧下さい。
16才から18才迄の子供達、この多情多感な年齢の男女の学生が一年間異国でホームスティをしながら言葉の

壁を乗り越えて若き親善大使として頑張るわけですから、もう大変なことです。しかし又素晴らしいことに世界
の担当したクラブ、そしてそのロータリアンが心をこめて一年間面倒をみてくれます。

ロータリークラブが世界平和を求めて活動する世界に冠たる団体であり、そのロータリアンであることに誇り
を感じます。

その後の留学生の受け入れと派遣は別紙のとおりです。
最初のうちはクラブとして全てのことに、特にホームスティについては送り出しの家庭にお願いしており、ク

ラブとしての形が出来たのは、1991〜1992年Miss.ジル・キャサリン・ジョルダンからでした。1年を4家族で
担当して、家族で3ケ月のお世話をすることになりました。しかしながら、来日最初の家族が大変で、当クラブ
の田原さんの奥様にはいつも一番手を引き受けてもらいご苦労をおかけしました。本当に有難うございました。

笑いあり、涙ありのホームスティ物語は又の時間を頂きたいと思います。
我がクラブで交換留学生を考えられる会員さんは是非、ロータリークラブの交換留学生プログラムに挑戦して

下さい。いいですよ！！

年度 派遣学生 派遣先 受入学生 国　名 ホストファミリー

1983-
1984

野井聖子 アメリカ Mr.マックス・エルダン・ランボーⅢ アメリカ 嶋（忠）

1988-
1989

嶋　淑子 カナダ

1989-
1990

嶋　公代 イギリス Miss.キャサリン・ラドレイ イギリス 嶋（忠）

1990-
1991

大村　真 カナダ

1991-
1992

矢野育美 アメリカ Miss.ジル・キャサリン・ジョルダン アメリカ
中村（瑛）、山東、
村田、大村

1992-
1993

田中有子 アメリカ Miss.ラッドレイ・カタリーナ ドイツ 松田、岡本（哲）

1993-
1994

松田多永 ドイツ Mr.カーステン・フランク・ブッシュマン ドイツ
松田、村田、
八幡、前田

1994-
1995

八幡晃久 アメリカ Mr.ブラッドリー・ダグラス・トライデン アメリカ
田原、松田、
八幡、河本

1995-
1996

田原左知 アメリカ Miss.ジャクリーン・アン・シャーマン アメリカ
田原、松田、
八幡、村田

1996-
1997

橋本有佳 アメリカ Miss.アラーナ・カスター アメリカ
田原、寺下、
松田、橋本

1997-
1998

松田紗世 アメリカ Mr.ダークセン・カイ・ペンス アメリカ
田原、中迫、
河本、村田

1998-
1999

河本和哉 アメリカ Miss.ジェネビーヴ・ピッチェ カナダ
田原、河本、
松田、堀岡

2002-
2003

Miss.ジェシカ・ゼムク ドイツ
松田、田原、
村田

2016〜2017年度　第15回理事役員会議事録 日時　平成29年4月13日（木）　13：40〜
場所　ダイワロイネットホテル和歌山4階

▼議　題
①2017-2018年度地区大会実行委員推薦について
　・ 会議の開催頻度など詳細を確認の上、古屋会長エレクトが

期限までに進める。
②新入会員について
　・ 推薦書の提出があり、会員候補としての資格を満たしてい

ることが確認された。
③クールビズについて
　・ 6 月 1 日（木）からクールビズとする。ただし、ガバナー訪

問時などTPOによりネクタイ着用の場合あり。
④「ニコニコ箱」封筒デザイン追加（案）について
　・ 用途希望の欄を設けることが全会一致で承認された。記載

内容等の詳細については、理事役員会での意見をもとに会
長･幹事の判断で調整する。

⑤最終夜間例会のタイムテーブルについて
　・ 例会終了後、食事前の約30分間で余興（落語）を行う。終了

時間は 9 時前の予定。

▼報告事項
①新現クラブ協議会の日程について
　・ 日時　6月1日（木）13：40〜　
　・場所　ダイワロイネットホテル 3 F
②ピアノ調律等の費用について
　・ カーペット床のため、移動の際に歪が出やすく、今回、調

律等の費用が61,560円必要である旨が樫畑幹事より報告さ
れた。

■ 2017-2018年度地区研修・協議会が開催されました。■
日時　2017年5月14日（日）

場所　アバローム紀に国

出席者（敬称略）

古屋光英、田原久一、佐藤義記

瀧川嘉彦、笹島良雄、吉増　亨

木下智仁、村田昌之、山本進三
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ありがとうございました
岡本　浩  さん 本日、お世話になります。

（ガバナーエレクト）

山本　佳弘さん 本日よろしくお願いします。

  （地区米山記念
奨学委員会 ）

村田　昌之さん ・地区米山奨学委員長山本さん本日はありがとうございます。
 ・2017〜2018年度米山奨学生陳芸さんをご紹介します。
田原　久一さん 本日の理事会欠席します。よろしくお願いします。
山本　進三さん 村田さん、本日の卓話、早退のため聞けません。申し訳ありません。
角谷　芳伸さん 村田さん本日のクラブフォーラム楽しみです。よろしくお願いします。
乾　　敦雄さん 村田さん本日のクラブフォーラムよろしくお願いします。
木下　智仁さん 村田様、本日はよろしくお願い致します。
古屋　光英さん 村田様本日のクラブフォーラムよろしくお願いします。
上中　崇司さん 乾委員長、村田さん本日のクラブフォーラムよろしくお願いします。
樫畑　友洋さん 村田さん、本日のクラブフォーラムよろしくお願いいたします。
後　　　亮さん GW、しっかり家族サービスしました。

本日の累計　23,000円（計12名12件）　〔お誕生日お祝い　498,000円　皆出席表彰　40,000円　その他　1,357,494円　累計　1,895,494円〕
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 クラブ名  日　時   内　容
和歌山城南R.C. 5月18日（木） クラブフォーラム「I.D.M. 発表④」
和歌山南R.C. 5月19日（金） 卓話　「改革の行方」　麻生幸次郎会員
和歌山中R.C. 5月19日（金） 卓話　髭白光司会員
和歌山北R.C. 5月22日（月） 新会員卓話
和歌山アゼリアR.C. 5月22日（月） 卓話　「日本の教育サービスで世界進出」

　　　　社会福祉法人檸檬会理事長　前田効多郎さん
和歌山R.C. 5月23日（火） 卓話　「サイクリングでつながる和歌山（地域資源と魅力的な遊び）」

　和歌山サイクルプロジェクト　代表　西林　孝紘さん
和歌山西R.C. 5月24日（水） 例会変更
和歌山東南R.C. 5月24日（水） 卓話　角谷整形外科病院　院長　吉田　宗人さん

出席報告 会員数 43名（内出席規定適用免除会員13名）

山本　進三　出席委員長
5月11日（本　日） 31名/37名 83.8％
4月27日（メーキャップ後） 33名/37名 89.2％ 皆さん、出席してください。

■臨時総会「和歌山東ロータリークラブ細則の変更について」

■お誕生日お祝い
谷口　文利さん　5月7日

■ピアノ演奏� 中井　利枝さん
カラー・オブ・ザ・ウィンド（Alan Menken）
美女と野獣（Alan Menken）

■地区研修協議会の報告

本日の例会� 5月18日（木）

■クラブフォーラム「青少年奉仕」

■ロータリーソング� 山本　進三　ソング委員長
「君が代」「奉仕の理想」

■ビジター紹介� 上中　崇司　会長
2640地区ガバナーエレクト 岡本　浩さん
田辺はまゆうR.C. 山本　佳弘さん

前回の例会� 5月11日（木）

次回の例会� 5月25日（木）


