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２０１７～２０１８年度 スローガン 

「 温故知新 - 先人に学びロータリーを楽しもう 」 

 
第３６回 （通算１６７２回） ２０１８年６月１２日 

◆◇◆ 本日の例会  ◆◇◆ 
〈１〉 開会点鐘・会長挨拶 〈８〉 5 月ニコニコ大賞 小林会員 

〈２〉 

〈３〉 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

季節の歌 「エーデルワイス」 

〈９〉 

〈10〉 

メークアップ報告 

委員会報告 

〈４〉 

〈５〉 

ビジター紹介 

幹事報告 

〈11〉 

〈12〉 

ニコニコ BOX 報告 

閉会点鐘 

〈６〉 

〈７〉 

出席状況報告 

5月皆出席表彰 1名 榛村会員 7年 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

    

    

    

 
 

 

 
 
 

2017～2018 年度 国際ロータリーテーマ 「 ロータリー ： 変化をもたらす 」   

WWWeeeeeekkklllyyy   RRReeepppooorrrttt  

本日の卓話 「今年度各委員長挨拶」 

松林クラブ奉仕委員長、鈴木職業奉仕委員長、杉本社会奉仕委員長、萱森国際奉仕委員長 

佐野青少年奉仕委員長、古内米山奨学委員長、中山ロータリー財団委員長、富永 R 情報委員長 

小林プログラム委員長、阿部会報委員長、深谷会員増強・退会防止委員長、小野親睦活動委員長 

川松出席委員長、渡辺研修委員長・東京御苑 RC 指導委員長、花形会場監督委員長  

 

次週の例会 〈6/19〉 「2017-18 年度 終例会・トロント国際大会壮行会」 

白石会長、橋本幹事 退任の挨拶 

 

6 月 26 日（火） 「例会休会日」 

◆◇◆ 本日の卓話  ◆◇◆ 



◆◇◆ 先週の例会記録 ◆◇◆ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

◆◇◆ 幹 事 報 告 ◆◇◆ 

① ガバナー事務所より、コーディネーターニュ

ース６月号が届いております。 

② ＲＩ日本事務局より親睦活動月間に関するリ

ソース案内が届いております。 

 

第 12 回理事・役員会議事録 

6 月 5 日 11 時より 27F「アプローズ」にて第 12

回理事・役員会を開催しました。 

出席/白石、松林、小林、渡辺、古内、富永、萱

森、榛村、花形、杉本、橋本   （以上 11 名） 

1. 5 月度会計報告に関して 

榛村会計より報告がありました。 

2. 6 月度日程と卓話スケジュールに関して 

 特に変更はございませんでした。 

3. その他 

①第 3 回クラブ協議会に関して 

②新旧合同理事役員会に関して 

特に変更はございませんでした。 

③カナダ・トロント国際大会に関して 

萱森国際奉仕委員長より法被を国際大会で使

用するので、お持ちの方は次回例会にお持ちくだ

さいとの事でした。 

④内尾会員について 

今まで減額で会費請求を行っていましたが、復

帰のメドがみられるとの事で通常会費をお願いす

る事となりました。 

以上、ご報告いたします。  幹事  橋本国彦 

 

第 3 回被選理事会議事録 

6 月 5 日 13：30 から 27F「アプローズ」にて第 3

回被選理事会を開催いたしました。 

出席/ 松林、萱森、小林、渡辺、白石、富永、 

橋本、花形、中山、川松、榛村  （以上 11 名） 

1. 次年度基本方針について 

松林次年度会長より会長スローガンについ

て説明が行われ、例会を明るく楽しい例会

にする方針です。 

2. 次期委員会編成の件 

編成分担表が一部変更され承認されました。 

3. 次年度主要日程の件 

例会日を月に３回・軽食デーを２か月に１回

いれ、昨年同様に確認決定しました。 

８月２１日松坂ガバナー公式訪問日確認を

しました。クラブ親睦ゴルフの９月２８日富士

桜・４月１９日我孫子の予定をしました。 

4. 次年度予算審議の件 

社会奉仕の予算に自販機の売上を一般会

計に振替処理の承認を頂きました。 

米山奨学の予算と予備費を１０万円にする

承認を頂きました。 

以上の通り、ご報告いたします。 

次年度幹事 榛村浩一 

 

◆◇◆ ニコニコ BOX 報告 ◆◇◆ 

小川様：来期ガバナー補佐になります。一年間お

世話になります。 

平井様：本日、宜しくお願いします。 

前田会員：白石会長、橋本幹事、もうちょっと頑

張って下さい。 

花形会員：結婚記念日のお花有難うございました。 

牧会員：①結婚記念日のお花、ありがとうござい

ました。②先日の酒粋会ありがとうござ

いました、秀逸の阿部会員のかくし芸

も見られました。 

深谷会員：誕生日のお花、ありがとうございます。 

齋藤会員：結婚記念日のお花、昨日届きました。

ありがとうございました。 

白石会員：江原さん、卓話楽しみにしております。

ニコニコと。 

橋本会員：①江原さん、本日の卓話よろしくお願

い致します。②城北 RC、小川さん、平

井さん、ようこそいらっしゃいました。 

 
 
 

2018 年 6 月 5 日  第 36 回 （通算 1671 回） 

開会点鐘 白石会長    27F 「エクセレンス」 

＊ゲスト紹介 5 名 吉田宏雄様（地区青少年交

換委員長）/小川光生様・平井 茂様（次年度ガバ

ナー補佐・次年度分区幹/東京城北 RC）/江原珠

李さん（卓話者）/マルジャンさん（米山奨学生） 

＊ビジター紹介 2 名 山内豊功様（東京南 RC）/

豊田祥明様（東京新都心 RC） 

出席 24 名  欠席 11 名  （免除者 2 名） 

出席率 72.72% 補正出席率（5/8） 75.75% 

今週の合計 9 件 

今期の累計 

33,000 円 

1,054,682 円 

 



◆◇◆  先 週 の 卓 話  ◆◇◆ 
 

 

 

 

 

 

 

「ローテックス活動の紹介」 

第 51 期ローテックス  江原珠李さん 

 

 

 

 

 

 

 

地区青少年交換委員会 吉田委員長より 

卓話者紹介と、委員会支援に関しての 

お話をいただきました 

 

みなさんこんにちは。 

わたしは 2015-16 年度国際ロータリーの青少年

交換留学プログラムにてメキシコに派遣させてい

ただきました。 

ROTEX の江原珠李ですよろしくお願いします。 

本日は卓話のお時間を頂き、ROTEX がどんな活

動をしているのかご紹介させていただきます。 

まず、 初に ROTEX とはなんなのかっていうのに

ついて少し説明させて頂きます。ROTEX はロータ

リーの青少年交換プログラムで一年間派遣学生

として留学をした学生達がそのあと、派遣先での

経験などを生かしてこれから派遣する学生達ま

た、いま日本に来ている来日学生たちのサポート

をしたりする人たちで、派遣されてからその後3年

間この活動をします。まず ROTEX の仕事は主に

３つで、まず先程も言ったように、派遣・来日学生

のサポート、ロータリーの行事でのお手伝い、行事

の企画、運営です。ジュニアカウンセラーとして学

生たちのメンタル面のサポートであったり、友達み

たいなお姉ちゃんお兄ちゃんみたいな距離感で

各々の相談に乗ったりします。 

次に主な行事を通しての私たちの活動を紹介し

ます。 

まず 1 番 初の行事がサマーキャンプです。 

まず来日学生たちは日本についてすぐこのキャン

プで他の来日生たちと交流したり、日本語の授業

を受けて学校が始まる前に少し日本語や日本の

文化についてここで学びます。 終日には日本

語で自国のプレゼンをしてホストファミリーやロータ

リアンさんに発表します。派遣生は数日遅れてか

ら参加してさまざまなアクティビティを通して来日

生とまた派遣生同士で交流したり、留学に必要な

書類の作成を行ったりします。 

あと毎月 2 回茶道のお稽古をしています。これ

は日本の文化について直接触れて学べる機会で

なかなか出来ない貴重な体験をさせて頂いてい

ます。 初の頃は正座が出来なくて、やばいんじ

ゃないかなみたいにおもっていましたが、派遣生

も来日生も今では茶道のお点前もお客様としての

作法もをきちんと出来るようになっています。しか

も茶道のお稽古は日本人の先生 2 人で 初から

後まで日本語のみなのですが、学生たちは何

不自由なく理解して稽古をしています。 

あと隔月ではありますが FT と呼ばれるものも行

なっています。ここでは派遣来日の親睦をさらに

深めることや、日本でしかできないようなことを体

験させる行事を行っています。先月は上野の下

谷祭り、三社祭に参加しました。すごい日本の独

特なお祭りですが、みんなとても楽しんでいて、よ

かったなと思います。ここでは実際に、お神輿を

かつぎ、肩痛いと言ったりしていました。 

これ以外にも浅草観光だったり、12 月には他地

区と合同でクリスマスパーティーをしたり、スポー

ツ大会をしたりまた更に国際交流をしたりしていま

す。今回のスポーツ大会では 2020 年に控えて

いる東京オリンピック・パラリンピックをテーマにパ

ラアスリートの方が講演をしてくださったり、パラス

ポーツを実際に体験してみたりしました。 

あと ROTEX が企画する行事の中で 1 番のメイン

イベントがジャパンツアーです。これは 3 月に行わ

れる派遣生来日生たちを連れて日本の名所を

回る旅行です。毎年広島にいったら、原爆ドーム

を見学しに行って平和とは何かと考えたり、ただ

遊びに行くだけでなく、ちゃんと学生たちがもっと

日本文化や歴史を学んで派遣生だったら派遣先

で日本について紹介できるように、来日生は自分

たちの国に帰って日本がどんな場所だったのかフ



レーズでもあるように小さな親善大使としてちゃん

と出来るように日本について学ぶこともこのツアー

のテーマの１つにあります。とにかく日程が長く、ど

こを回るとかも全て自分たちで企画・計画をして

いくので大変は大変なのですが、子供たちが楽し

んでくれて、それでいていい思い出になった！と

喜んでくれる姿を見れたら、やってよかったな！と

心の底から思いましたし、またこれからも頑張ろう

と励まされました。 

これだけではないのですが、こういった感じで

ROTEX 活動をしています。青少年交換プログラ

ムはロータリーの中でもすごい代表的かつ一大イ

ベントだと私は思っていますし、そう言われるぐら

い体験した身としては素晴らしいプログラムです。

今こうやって私がこの場で卓話をさせていただい

ているのもこのプログラムをして ROTEX になった

からで、普通の大学生だったら絶対出来ないよう

なことをロータリーに参加してから沢山させて頂き

ました。これからもたくさんの人にこの素晴らしいプ

ログラムを通じて国際理解また貴重な経験をして

いってもらいたいなと思います。そのためにもこの

プログラムをもっと色んな人に知ってもらうために

私たち ROTEX はこれからも全力で頑張っていこう

と思います。 

こうして ROTEX 活動・ジャパンツアーであったり、

フィールドトリップが出来ているのもロータリアンさ

ん方の支援あっての物です。本当に感謝していま

す。これから来る来日生、派遣生が小さな親善

大使として日本または世界で活躍するために私

たち ROTEX も全力でサポートしていきますのでこ

れからも皆様この活動にご理解をいただき、ご支

援よろしくお願いします。 

ご静聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◇◆  先 週 の 例 会 か ら  ◆◇◆ 

 

次年度ガバナー補佐の小川様と分区幹事の 

平井様がお越し下さいました 

 

 

 

 

 

 

 

米山奨学生のマルジャンさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月のお誕生日、結婚記念日の皆さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会日  毎週火曜日 12：30～13：30   

例会場  ハイアットリージェンシー東京 

会 長  白石 正  副会長  松林 茂 

幹 事  橋本 国彦 会報委員長  阿部 亮介 

事務局  〒166-0004   

東京都杉並区阿佐ヶ谷南 1-34-6 新東京会館 

TEL（03）3312-4959  FAX（03）3312-4958   

E-mail: info@tokyocentralpark-rc.com 

http://www.tokyocentralpark-rc.com/ 

―事務局からのお知らせとお願いー 

＊ 例会欠席の場合は、前日までに事務局に

ご連絡下さい。 

5 月の皆出席 

阿部会員/榎本会員/小野会員/大橋会員/

萱森会員/小林会員/齋藤会員/佐野会員/

白石会員/榛村会員/杉本会員/鈴木会員/

塚本会員/富永会員/橋本会員/花形会員/

古内会員/前田会員/牧野会員/松林会員/

渡辺会員            （以上 21 名） 

※ 誤りがございましたら、お申し出下さい。 



 
季 節 の 歌 

 

「 エーデルワイス 」 
 

エーデルワイス エーデルワイス 

かわいい花よ 

白いつゆに ぬれて咲く花 

高く青く光る あの空より 

エーデルワイス エーデルワイス 

あかるく 匂え 

 

エーデルワイス エーデルワイス 

ほほえむ花よ 

悲しい心 なぐさめる花 

はるかアルプスの峰の 雪のように 

エーデルワイス エーデルワイス 

かがやけ永久に 

 
 

 

 

 


