
幹事報告 （牛込　太一幹事）
①公益財団法人米山梅吉記念館より、
秋季祭のお知らせ、賛助会員募集のお
知らせ、100 円募金のお知らせ、出版
物「米山梅吉ものがたり」のお知らせ
が届いております。
②ハイライトよねやま vol.221 が届い
ております。

③国際ロータリー 2750 地区より、地区スマホアプリリリー
スのお知らせが届いております。
④東京代官山 RC より、幹事変更のお知らせが届いておりま
す。

①稲城市民憲章推進協議会より総会資
料送付についてお知らせが届いており
ます。
②7 月豪雨義捐金送金明細を回覧致し
ます。
③第 38 回インターアクト年次大会への
参加協力のお礼が届いております。

④ポリオプラスセミナー開催のご案内が届いております。

お客様紹介 （伊藤　孝一会長）
・地区青少年交換委員会　委員　田村　重己様 (東京狛江 RC)

・地区青少年交換委員会　委員　片桐　めぐみ様 (東京武蔵府中 RC)

お客様ご挨拶
地区青少年交換委員会　委員　片桐　めぐみ様 (東京武蔵府中 RC)

・前年度地区 ROTEX　　　　　　　副会長　菅野　菜々帆様
・1st ホストファミリー　　　　　　　　　 縄井　    千乃様

青少年交換委員会、東京武蔵府中 RC から
参りました片桐と申します。青少年交換
委員会に初めて携わらせて頂いておりま
すが、こんなに深くて濃い委員会は他に
ないと思うぐらい、影響と感銘を受けて
おります。ぜひ引き続き青少年交換委員
会にご理解とご協力の程よろしくお願い
致します。

前年度地区 ROTEX　副会長　菅野　菜々帆様
皆様こんにちは。東京 i シティ RC にスポ
ンサーをして頂き、2014-15 年度ドイツ
連邦共和国に派遣して頂きました。日本
大学文理学部 2 年の菅野菜々帆です。今
日はお招き頂きありがとうございました。
私は今年度ジャンルカ君の ROTEX アド
バイザーとしてジャンルカくんを 1 年間

サポートしていきます。皆様とお会いする機会があると思
いますので、これからもどうぞよろしくお願い致します。

1st ホストファミリー　縄井　千乃様
皆様こんにちは。ジャンルカくんの一番
最初のホームステイの家族の縄井千乃と
申します。今日はお招き頂きありがとう
ございます。私の娘が来週フランスに立
つので、その代わりにうちに来る事にな
りました。わが家は、イタリアとは接触
がなかったのですが、ジャンルカくん話

す中で、いろいろ知らないことを教えてもらっています。
ジャンルカくんは日本食をよく食べていて、お味噌汁を毎
日飲んでいます。うちには 5 カ月居ることになっているの
で、イタリアのことを教えてもらいながら、ジャンルカく
んが日本語を覚える助けをしながら楽しく過ごしていきた

いと思っています。ジャンルカくんの事を皆様もよろしくお
願い致します。
青少年交換留学生お小遣い贈呈
【ジャンルカくん】 （伊藤　孝一会長）

点鐘
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伊藤　孝一会長

牛込　太一幹事

竹村　寛

暑さももう少しです。充分な水分補給をお願い
します。
地区青少年交換委員田村様、片桐様、地区
ROTEX 菅野様、ホストファミリー縄井様、交
換留学生ジャンルカ君、ようこそお越し下さい
ました。
留学生ジャンルカ君ようこそ。日本を楽しんで

本日の合計：20,000 円　総計：212,000 円
ニコニコＢＯＸ（佐伯　智美会員）

先々週の訂正出席率 78.57％
出席報告

会員数
30 名
免除数
3名

欠席数
9名
出席率
75.00％

出席数
21 名

免除者出席
1名

（鈴木　修司会員）

委員会報告

会務報告 （伊藤　孝一会長）

司会
『四つのテスト』唱和

関谷　宗道
城所　達也

川島　保之
田村　安久

向井　俊右

松原　一郎

渋谷　桂次
小林　利光
鈴木　修司

今井　順一
吉田　伸幸

佐伯　智美
吉田　憲司

山本　宏史
出石　環樹
坂上　秀樹
山本　一隆

下さい。
ジャンルカ君ようこそ日本へ。楽しんで下さい。
東京狛江 RC地区青少年交換委員会田村重己様よ
うこそ稲城ロータリークラブへ。
ジャンルカ君 1年間よろしく。雨が…
青少年委員会の皆様そしてジャンルカくんようこ
そ稲城 RCへ。
ジャンルカ君稲城へようこそ。ホストファミリー
縄井様宜しくお願いします。
ジャンルカ君ようこそ。ホストファミリー縄井様
よろしく。地区青少年交換委員会田村様ごくろう
様です。
アジア大会金メダルラッシュですね。
2人目の孫が生まれました。元気な男の子です。
ジャンルカ様ようこそ。青少年交換の皆様お世話
になります。
ジャンルカ来ました！
田村様、片桐様、菅野様、縄井様ようこそいらっ
しゃいました。
お客様ようこそいらっしゃいました。
世界の大学 TOP50 が発表されました。日本は東
京大学 28位、京都大学 36位の様です。日本の大
学ガンバッテ！！
9月 27日のゴルフコンペ楽しみましょう。
すこし朝はすずしくなってきました。
ジャンルカさんようこそ。
ジャンルカ君にお会いできて。



例会日：毎週木曜日 12 時 30 分  毎月最終木曜日 18 時 30 分
例会場：よみうりグリーン・クラブ 2F　メンバーズサロン
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東京稲城ロータリークラブ

ゴルフ部より【9月 27 日第一回会長杯について】
（山本　宏史会員）

9 月 27 日に会長杯を企画しましたので、ぜひ皆
様奮ってご参加ください。後日正式に案内致し
ます。

青少年交換関連のご報告（今井　順一カウンセラー）
みなさんこんにちは。本日例会の前にジャンル
カくんと縄井さんとセカンドホストファミリー
の方と学校に行ってきました。ジャンルカくん
は本人の希望で、高校 2 年生の理系のクラスに
編入する予定です。学校の用品などで、なるべ

く学校の方も RC の出費を抑えて頂けるような配慮をして頂い
ております。詳細が出ましたら皆様にご報告させて頂きます。

SAA 委員会より （田村　安久 SAA委員長）
毎月 25 日前後に翌月の例会予定が FAX やメー
ルで配布されます。届きましたら返事を必ず書
いて頂きたいです。食事の無駄や経費節減に努
めていきたいと思います。よろしくお願い致し
ます。

点鐘 （伊藤　孝一会長）卓話者紹介 （今井　順一会員）

卓話テーマ 『青少年交換について』

卓話者
地区青少年交換委員会
委員　田村　重己様

日本の文化をしっかり勉強して頂いて、日本とずっと仲良く
できるようによろしくお願い致します。田村さん、菅野さん、
今井さんありがとうございました。

謝辞 （伊藤　孝一会長）

ROTEX の活動について
（菅野　菜々帆様）

私からは ROTEX の説明をさせて頂きたいと思います。ROTEX
とは、青少年交換プログラムで海外に派遣されて、帰国した学
生を指します。私は、昨年 ROTEX のグループで副会長を務め
させて頂きました。自らの体験をもとに来日生のサポートやこ
れから派遣される派遣候補生のオリエンテーションの企画・運
営が主な活動になっております。私たち ROTEX は一度海外に
派遣されているので、向こうに行った時にこういう研修があれ
ばもっと成長できたのにな、こういう事が役立ったという事を
踏まえて計画を立てています。私たちのプログラムの目的でも
ある小さな親善大使になるためのお手伝いという形で、
ROTEX は来日のサポートや派遣候補生の育成をさせて頂いて
おります。ROTEX として大事だと思っているのが、スポンサー
クラブへの恩返しだと思っています。私のできる事は少しでは
あるのですが、i シティ RC での地域の奉仕活動に参加してお
手伝いをさせて頂いております。最後になりましたが、稲城
RC さんとご縁があったことを嬉しく思っております。どうぞ
これからもよろしくお願い致します。

東京狛江 RC 田村と申します。2010 年から 6 回青少年交換委
員を受けております。私の方から青少年交換委員会の活動に
ついてご説明致します。委員会は、日曜日に行っております。
7 月にジャンルカくんとの交換に行く学生を選ぶ選考試験があ

ります。だいたい20人から30人の応募があります。内申書、
英語と数学の学科試験、小論文、面接を行います。応募資格は、
学校の成績上位 18％までという基準があります。8 月は、来
日生に対してオリエンキャンプやサマーキャンプを行います。
9 月には帰国報告会があり、前年度派遣生のスピーチや今年行
く派遣生と来日生の挨拶があります。28 日のオクトバーフェ
ストでは、お茶を来日生に教えます。10 月には大江戸博物館
を見学します。また、オータムキャンプは、派遣生を派遣す
る国を決めるキャンプです。来日生から国の説明を受け、派
遣する国を決めます。11月 12月は研修を行い、プレゼンテー
ションの研修などを行います。1 月は、派遣生を決定し、ガバ
ナーから派遣証明書をもらう会がございます。また、小学校
に行って子供たちとふれあって、質疑応答をするオリエンテー
ションを行います。2 月は、今度は中学生と触れ合うオリエン
テーションを行います。3 月にはスプリングキャンプがあり、
広島・京都・奈良へ 3 泊４日で行きます。原爆資料館、宮島、
京都の金閣寺や嵐山などに行きます。5 月にはロータリーデー
があります。来日生に一年間の感想を委員が聞いて、次年度
の課題にしていきます。6 月に来日生修了式を行います。受験
した子供たちを一年間オリエンテーションして帰ってきたと
き成長がすごいです。本当に成長して帰ってきます。それを
ぜひ楽しみにしていてください。ジャンルカくんを一年間よ
ろしくお願い致します。ありがとうございました。
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