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会長 染谷 義一 
 

皆さんこんにちは。ご
出席いただき大変ありが
とうございます。Zoom で
のご参加の皆さんもあり
がとうございます。 
本日の例会は 2019-

2020年度の青少年交換派
遣学生の小船菜子さんの留学先のご報告と、来
日学生でありましたソフィアさんからの日本
の思い出やカナダでの近況報告をお手紙で頂
いておりますので、永井博 前カウンセラーに
代読をしていただくことになります。 
このコロナ禍により留学先では、外出自粛等、

かなりの不便があり交換留学生はもとよりホ
ストファミリーの方も大変ご苦労をされたの
でないかと思っております。新型コロナウイル
スの世界的な感染拡大の中で、仕方のないこと
ではありましたが、その様な中でも、交換留学
生は一所懸命勉学や仲間づくりに励まれてい
たことと思います。本日は留学先で感じたこと、
考えたこと、勉強になったこと等々発表してい
ただき、一回りも二回りも大きくなった小船菜
子さんを拝見させていただければと思ってお
ります。 
そして今月のお誕生日を迎えられます６名

の会員の皆様、お誕生日おめでとうございます。 
また今月のロータリーの友の解説は横田慶

介会員にお願いをしております。解説宜しくお
願いを致します。 
今年も早いもので師走に入りました。これか

ら冬支度が一気に加速致しますが、どうぞ会員
の皆様に於かれましては、ご健康に一層のご留
意をいただいてロータリーライフを送って頂
きたいと思っております。 
以上、簡単ですがご挨拶とさせていただき

ます。ありがとうございました。 

 
 

 
【本日のリーダー】 
 
永井 博 会員  

 
 
 
 
 
■2019-20 年度 青少年交換派遣学生  
小船 菜子 さん 

■米山記念奨学生 ディルバ・サレマンさん 
（Zoom） 

 
 
 
 

幹事 荒井 理人 
みなさまこんにちは。今週の
幹事報告は一点です。 
2021 年の台湾国際大会のガバ
ナーナイトの案内が来ました。
６月12日に国賓大飯店で18時
半から開催されるそうです。 
以前にもお知らせいたしまし

たが、国際大会の登録料は早期割引料金制でござ
います。 
２月 15日までは、＄365。３月 31日までは、＄440。
６月 16 日までは、＄515 となっております。登録
は、マイロータリーからのみです。皆さまと行け
ることを楽しみしております。 
今月のロータリーレートは、＄1＝105 円です。 
本日も宜しくお願いします。 
 
 
 
■財団支援部門 部門委員長 藤嶋 剛史 
米山特別寄付へのご協力ありがとうございまし
た。本日頂いた大熊会員、十文字会員を含め、個 

会 長 挨 拶 

お客様ご紹介 ご紹介：副会長 小沢 孝  

ta 

介 紹介：副会長 内山泰成 

 

幹 事 報 告 

ロータリーの目的・四つのテスト 

委 員 長 報 告 
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人 23 名、法人 5 社で合計 130.2 万
円、会費からの寄付金を合わせ総額
417.7 万円で、昨年の浦和ＲＣを抜
いて過去 6 年間で地区最高額とな
りました。来る 1 月の世話クラブ選

考で大いに役立ちます。ありがとうございました。 
■プログラム委員会 委員長 小林 政良 
12 月は疾病予防と治療月間となり
ます。まだまだ続く新型コロナウィ
ルスの影響による日本・世界の状
況、対策について、戸田中央総合病
院 小児科部長・コロナ担当医の松
永 保 医師をお招きして、専門的な
お話をしていただきます。たくさん
の会員の皆様のご参加をお待ちしています。 
 
 
 
小沢 孝(17 日) 
結城 剛(17 日) 
山本 教雄(21 日) 
星野 良江(27 日) 
大千里 佳子(28 日) 
佐藤 直樹(30 日) 

     各会員 
 

 
 

横田 慶介 雑誌・会報委員 
入会して約２年となりました

が、ロータリーの友を全てしっ
かり読んだのは初めてです。こ
の場では見て頂かなくても中身
がわかるように、ご説明したい
と思います。 

横組の P.３には、クナーク
RI 会長から、コロナ禍でのロータリーの活躍・
工夫について紹介されています。P.12～、ロータ
リーメンバー数の推移があり、1996 年から 2020
年までの 24 年で、13 万→8.5 万と約 1/3 に減少
しています。新規加入で増える一方で、既存の
方が負担感などで退会していかれる現象が続い
ています。各ロータリーにて様々な工夫がなさ
れていますが、各幹事などの方の負担感なども
退会の一つの理由となっています。その負担感
緩和のためには、サポートできる人がサポート
する事が大切かと思います。 

縦組みで一つ、P.４～、アレルギー要因となる
物質について紹介されており、香料、農薬など
の人体に与える影響について、まとまったいい
情報となっています。是非ご一読ください。 

以上、今月のロータリーの友の紹介とさせて
いただきます。 
 
 

 
 

小沢 孝 2019-2020 年度 青少年奉仕委員会委員
長より、青少年交換留学生 ソフィア・ドネイ
さんと小船菜子さんのご紹介がありました。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
州都であるマディソンとその隣町のミドルトンに住んで
いました。 
 
初日からトラブル 
シカゴからマディソンに行くまでの飛行機が遅延を繰り
返し、最終的にはその日のうちに飛ばずキャンセルとな
りました。結局空港に一泊し翌朝 6 時ごろの飛行機に乗
りました。その間に多くの現地の方やホストクラブのカ
ウンセラーさんに助けていただきました。 
 
３つのファミリーにお世話になりました 
皆さんが優しくて、 家族の一員として受け入れてくださ
り、本当に過ごしやすい毎日でした。 
 
第一ファミリーには初日から 11 月末まで 
マディソンのダウンタウンへ連れて行ってくださいまし
た。高層ビルはなく、高くても三階建てで、道が広いた
め、すごく開放感のあるきれいな街です。「バッキー」は
アナグマがモチーフの、ウィスコンシン大学の主にアメ
フトチームのマスコットキャラクター、市内でとても人
気です。 
このファミリーは湖の近くに別荘を持っていて、三か月
の間で 2 回ほど遊びに行きました。カヤックで湖を一周
したり、バーベキューをしたりととても充実した時間で

お誕生祝 12 月 

ロータリーの友 解説 

交換留学生帰国報告 

帰国報告 

交換留学生 ソフィア・ドネイさん 

からの手紙を、昨年度カウンセラー 

永井 博 会員が代読しました。 
 

青少年交換派遣学生  
小船 菜子さん  

2019-20 年度 

アメリカ・ウィスコンシン州に派遣 

 



 

した。そこで私の誕生日も祝って下さり、 本当にやさし
く楽しい家族でした。 
 
第二ファミリーには 12 月から３月中旬まで 
何人も留学生を受け入れていて、私で 6 人目でした。た
くさんのボランティア活動をしていて、町のホームレス
への無償のご飯の提供を手伝わせていただきました。 
ウィスコンシン大学の女子バレーボールチームを応援し
に行きました。スキーにも行きました。私たちは学校帰
りに日帰りで行きました。スキーは泊りで旅行というイ
メージが大きかったのでとても驚きました。 
雪まつりに連れて行っていただき
ました。30 個ほどの作品があ
り、どれも細かいところまで作り
こまれていて素敵。その日はとて
も寒く、最低気温が -20℃、屋台
に売っていたホットココアをいた
だきました。 
 
第三ファミリーには 3 月中頃から終わりまで 

ステイホームになってからだったの
で、一緒に出掛けることはありません
でしたが、その分お話しする時間が多
く、少し遠くまでお散歩をしました。
シスターの誕生日には寿司ケーキを作
ってお祝いしたり、服の染色をした

り、塗り絵やパズルをしたりしました。 
 
学校 
授業は自分で選択。1 コマ 90 分が一日に４コマ。 dayA 
と dayB を順に繰り返します。2 学期制で学期末に大き
なテストがあります。日本ではな
い授業を受けたいと思いました。 
 
シアタークラブに参加 
一年間ずっと所属でき、年に５回
学校にある劇場で公演を行いま
す。演者と裏方のスタッフどちら
も選べ、演者は公演ごとにオーデ
ィションを受け、合格しなければなりません。私は３月
下旬に行われるはずだったスプリングミュージカルに演
者側で合格しました！ 
 
6250 地区にお世話になりました 
年に４回、２泊３日でオリエンテーションがありまし
た。毎回場所が変わり、付近で行われているイベントに

参加しまし
た。みんなで
毎晩夜遅くま
で起きてお話
をするのが楽
しかったで
す。 
 

マディソンブレックファーストクラブ 
毎週月曜日の朝 7 時半から
ミーティングがあり、毎回
いろいろな方が調子はどう?
と話しかけてくださいまし
た。カウンセラーさんとは
よくお昼を一緒に食べに行
ったりしました。 
 
サンクスギビングとハロウィン 
サンクスギビングのお休みは別荘に行ったり、お家でゆ
っくりと過ごしたりしました。学校でのバレードではシ
アタークラブで参加しました。 
ハロウィンはお化け屋敷ならぬお化け森に。ジャックオ

ランタンも作り、仮装して近所を回
り、トリックオアトリートをしまし
た。 
クリスマス 
クリスマスイブに教会で賛美歌を歌
いキャンドルに炎を灯し、感動。ま

たサンタさんとファミリーからは、抱えきれないほどの
たくさんのプレゼントをいただきました。 
新年はニューヨークでのカウントダウンをテレビで見、
ウィスコンシンでは（時差があったので）１時間遅く新
年を迎えました。 
 
ウィスコンシンは、５分歩くだけ湖や森に行くことがで
き、空がとても広く素敵な風景に囲まれています。 
最初の空港で助けてくださった人から、深く私とかかわ
ってくださった人達、出会うことのできた人すべてが優
しく、面白く、素晴らしかったです。 
日本ではなかなか体験できないことをたくさんすること
ができ、多くの新しい価値観を知ることができました。
ステイホーム期間もめいいっぱい楽しみました。 
また旅行へ行きたいです。 絶対にアメリカに戻りたいと
思います。 
 
この留学の機会を与えてくださった大宮西ロータリーク
ラブ様、2770 地区の皆様、マディソンブレックファース
トクラブの皆様、6250 地区の皆様、支えてくれた家族、
ローテックスの先輩の皆様、関係者様皆様に感謝申し上
げます。本当にありがとうございました。これからも皆
様へ貢献できるよう精進していきます。 
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