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米山記念奨学生 ディルバ･サレマンさん
青少年交換留学生 ソフィア･ドネイさん

ウェルカムパーティー夜間例会
例会 18:00～ 歓談 19:00～

会 長 あ い さ つ
会長 小木曽

パレスホテル

ロータリーの目的･4 つのテスト
賢己

皆さん こんばんは。
昨夜は台風の直撃を受
け、今日の午前中は交通
機関がマヒし、私の所も、
社員は出社できない、商
品は届かないで、混乱し
ておりました。さて本日
は私の年度の初めての夜間例会という事で、楽し
みにしております。青少年交換留学生ソフィアさ
んの歓迎会です。又米山奨学生のディルバさんも、
少々時間は経過しましたが、本日一緒に二人の留
学生のウエルカムパーティーとさせていただき
ました。地区から青少年交換委員長の鈴木様と杉
戸ロータリークラブ会長の戸賀崎様をお迎えし
ました。戸賀崎様は当クラブの留学生を担当して
いただいております。又、地区のローテックス会
長大杉さん、大野さんもお迎えいたしました。留
学生の日本での生活の年間行事や、派遣留学生と
して経験したよもやま話をお聞かせ頂きたいと
思います。又当クラブ出身で、懐かしい米山学友
会会長の金正録君も来ていただきます。又本日は
オブザーバーとしてはるか法律事務所の佐藤徳
典様にお越しいただきました。是非ご入会を頂き
たいと思います。懇親会の部ではソフィアさんが
フルート演奏が趣味との事で、同じ高校生の吹奏
楽部の埼玉栄高校の皆さんにもお越しいただき、
演奏を楽しんでいただく予定です。盛りだくさん
ですが、よろしくお願い致します。

【本日のリーダー】
川口

晃一 会員

お 客 様 ご 紹 介
【ご紹介：竹内 雅人 副会長】
埼玉県立がんセンター 臨床腫瘍研究所長
埼玉大学 大学院理工学研究科連携教授
上條 岳彦
地区青少年交換委員会 委員長
(春日部イブニングＲＣ)
鈴木 伸雄
杉戸ロータリークラブ 会長
戸賀崎 千夏
【オブザーバー】
はるか法律事務所
佐藤 徳典
ソフィアさんホストファミリー 小船 亜紀子
青少年交換学友会 会長

大杉

副会長

様
様
様
様
様

理沙 様

大野 さくら 様

2018-19 年度 青少年交換派遣学生
星 楓子 さん
2019-20 年度 青少年交換来日学生
ソフィア･ドネイさん
米山記念奨学生

ディルバ･サレマンさん

米山学友会

金 正録(ｷﾑ･ｼﾞｮﾝﾛｸ)様

会長

伝統の上にも新しいクラブ創りへの挑戦
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お客様ごあいさつ
地区青少年交換委員会
委員長
鈴木 伸雄 様

ゲ ス ト 卓 話
青少年交換学友会
会 長
大杉 理沙 様
「ROTEX 活動について」

本日はお招きいただきありがとうございます。
青少年交換委員会をお招きいただき、また
ROTEX のお話をさせていただく機会もいただき、
大変有り難く存じます。先週の金曜日、2020-21 年
度の募集しておりました派遣候補生の合否の発
表をいたしました。今年は当初 14 名の予定でし
たが枠を広げ 16 名の派遣候補生が誕生しました。
会員の皆様のご親戚等いらっしゃいましたら、次
年度以降、ご推薦をよろしくお願いいたします。
ロータリー活動の充実の一環として是非よろし
くお願いいたします。

杉戸ロータリークラブ
会 長
戸賀崎 千夏 様

このようなお招きいただき、ありがとうござい
ます。第 49 代目の会長をさせていただいており
ます。来年 50 周年に向けて今、準備を進めてお
ります。大宮西さんはクラブテーマを掲げている
ところがとても素晴らしいと思います。今日は勉
強して帰りたいと思います。また、私は青少年交
換委員もやっており、アメリカセントラルを担当
しています。
ソフィアさんや菜子ちゃんの様子はこれからも
随時写真を送らせていただきますので、例会の時
にでもご覧いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

幹 事 報 告
幹 事
藤嶋 剛史 会員

地区より８月の九州北部豪雨災害義援金ご協
力のお願いが届いております。
会員 1 名あたり 500 円以上が目安とありますの
で、皆様から集めさせていただき約 6 万円を送金
させていただきます。来週、再来週は休会のため、
改めてご案内をさせていただきます。

青少年交換学友会
副会長
大野 さくら 様

埼玉栄高等学校 吹奏楽部 演奏

「青少年交換留学を終えて」

素晴らしい演奏をありがとうございました

Welcome Party

＜司会進行＞
土屋 隆弘 会員

＜開会の挨拶＞
藤池 誠治 会員

【お客様よりごあいさつ】
埼玉県立がんセンター
臨床腫瘍研究所長
上條 岳彦 様

米山学友会
会 長
金 正録 様

米山記念奨学生

スピーチ

【カウンセラー 福田 和子 会員】

米山記念奨学生
ディルバ･サレマンさん
皆さん、こんにちは！
今日は私の先生、上條先生が
ロータリーのパーティーに
いらっしゃって本当に良か
ったです。上條先生ありがと
うございます！今日の朝、すごい台風がありまし
たが、今、皆さんとここでパーティーをやってい
ます。これは私たちの人生と同じだと思いました。
人生でも幸せな時もあるし、大変なこともありま
すね。皆さん、今日も人生で楽しみましょう！
ありがとうございます！宜しくお願いします！

青少年交換留学生

スピーチ

【カウンセラー 永井 博 会員】
【右 ホストファミリー 小船 亜紀子 様】

青少年交換留学生
ソフィア･ドネイさん

みなさん、はじめまして！
私の名前はドネイ･ソフィア
です。ぜひ、ソフィアと呼ん
でください。16 歳です。カナダのトロントからき
ました。五大湖の近くにある都市で住みやすいで
す。普段は英語を話します。フランス語も話せま
す。日本語はまだまだ勉強中なのでみなさん、是
非、教えて下さい。私は 3 年前にも日本に旅行に
来ました。京都や広島、富士山にも行きました。
もちろん東京にも行きました。どの場所も素敵で
とても楽しかったです。日本食は大好きですが、

中でも好きなものは、おにぎり、肉じゃが、ラー
メン、そうめん、寿司などです。カナダにはお祭
りが少ないので、日本のお祭りも楽しみです。
まんがやアニメも大好きで、カナダでもよく見て
いました。ボカロも好きです。絵を描くのも好き
でよく描いています。点描もやります。
歌うことも大好きです。フルートを演奏すること
もできます。楽器を弾くことが好きなので吹奏楽
や筝曲部に興味があります。日本に来て三週間経
ちました。この間に盆踊りに行きました。
それから先週末は学校の文化祭を経験しました
が、学校の友達はみんな優しいです。とにかく日
本は暑いです。私は日本で 1 年程勉強しますので
仲良くしてくれるとうれしいです。
よろしくお願いします!!!!

＜閉会の挨拶＞
青少年奉仕部門委員長
田口 修身 会員

3 人揃ってポーズ

「あと少し」

