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皆さんこんにち
は。例会にご出席
をいただき大変あ
りがとうございま
す。
３回目の緊急事
態宣言もギリギリ
の段階で、このさ
いたま市も まん
延防止等重点措置
の対象地域にする
よう、先週、大野
知事が政府に要請
を致しました。当クラブも明日から５月 11 日
までの例会を Zoom のみに再び戻して開催する
ことと致します。例会の詳細につきましては追
ってご案内をさせていただきたいと思います。
先週の金曜日に開催されました、次年度の地
区協に参加されました対象者の皆様、大変お疲
れさまでした。地区の各部門委員長からご説明
がなされ、より明確に地区の方針が共有できた
のではないかと思っています。次年度に向けて
ご活躍を期待しております。
本日は１名の方の入会式を執り行います。北
川会員の後任であります、野村證券株式会社
さいたま支店 支店長 𠮷田 信行さん、後ほど
入会式を執り行いたいと思います。宜しくお願
い致します。
そして今日は 2021 学年度 米山記念奨学生
グェン ティ ガンさんの初めての例会参加で
す。ロータリー家族の一員としてお迎え致しま
す。カウンセラーであります島村会員、良き理
解者となってご指導をお願い致します。
本日の担当委員会は青少年奉仕委員会です。
川井部門委員長、坂本委員長、ご準備ありがと
うございました。本日は、前年度の青少年交換
来日学生のホストファミリーでありました小峯
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様に卓話をお願い致しました。そして、当クラ
ブの会員でもあります、ホストファミリーとし
て経験豊富な藤池パスト会長にも卓話をお願い
致しました。短い時間でありますが、どうぞ宜
しくお願い致します。
再度、Zoom のみの例会になり、暫く、皆様
とお会いすることが出来なくなりますが辛抱し
たいと思います。どうぞ会員の皆様に於かれま
しては健康にご留意いただいてお過ごしくださ
い。
以上、会長挨拶とさせていただきます。あり
がとうございました。

ロータリーの目的・四つのテスト
ta
【本日のリーダー】
介 有祐
紹介：副会長
松本
会員 内山泰成

お客様紹介、米山記念奨学生紹介
副会長
内山泰成
■青少年交換来日学生
ホストファミリー
小峯 宣昭 様 （2019-20 年度 青少年交換
来日学生 ソフィア・ドネイさん）
■入会者／野村證券株式会社 さいたま支店
支店長 𠮷田 信行 様
■2021 学年度 米山記念奨学生
グェン ティ ガン さん
（ご紹介

副会長

内山泰成）

幹 事 報 告
幹事 荒井 理人
皆さまこんにちは。幹事報告
を行います。本日は二点ござ
います。
一点目は、地区より【ロータ
リー活動後の会食におけるコ
ロナ発症について】が来てお
ります。『先般、地区内のあ
る地域において、ロータリー
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活動後に慰労のために多人数による会食が行わ
れ、その後、数名のコロナ陽性者を発症させてし
まう事案が発生いたしました。私たちロータリア
ンは、社会の範とならなければいけません。ま
た、一般の方々へのイメージダウンにも繋がりま
す。コロナ感染症から従業員や関係者を守りまし
ょう。そしてご自身の家族を守りましょう。決し
て甘く見ず、同調されることなく今一度立ち止ま
り、自粛する強い気持ちを持たれますよう、切に
お願い申し上げます。
』と、なっております。
当会では、十分に対策をしておりますが、活動後
の会食などには十分に注意してください。
二点目は、ボックスインさせていただきました
【みうちゃんに心臓移植を】です。８才のみうち
ゃんは、拘束型心筋症という難病と診断され現在
移植を目指しています。拘束型心筋症は左心室が
硬くなってしまい、人工心肺装置を付けるのが難
しいそうです。進行も早く、一刻も早い移植を希
望しています。みうちゃんは、事務局の清水さん
のお孫さんの幼稚園の同級生のお姉ちゃんだそう
です。助けてあげという気持ちにこたえ、ボック
スインさせていただきました。みうちゃんの未来
のために、皆様のご支援をお願いしいたします。

財団支援部門
部門委員長
藤嶋 剛史
より、奨学金
が授与されま
した

島村 まり子 会員に、
米山カウン セラー の委嘱
書が授与されました

入 会 式
■入会者／野村證券株式会社さいたま支店
支店長 𠮷田 信行 様
・紹介者／高橋 誠一 会員
（代理：会長 染谷 義一）
「趣味はスポーツ
観戦です。大学では
アメフトをやって
いました。皆様、こ
れからよろしくお
願いいたします。
」

委 員 長 報 告
■IM 実行委員 会長エレクト 福田 和子
・次年度所属委員会についてア
ンケートを配布しました。4/26
までに返信をよろしくお願いし
ます。
・５/17（月）は、第３・４G の
合同 IM です。皆様、Zoom での
ご参加をお願いします。

米山記念奨学生
米山カウンセラー 島村 まり子 会員が、今学年
度米山記念奨学生のグェン ティ ガン さんを紹
介しました。
■グェン ティ ガン さんご挨拶
「ベトナムから来ました。聖学院
大学の政治経済学部で学んでい
ます。趣味は、旅行・読書・料理。
夢は、ベトナム料理の店を開くこ
と。ベトナム料理を通じて、ベト
ナムの文化を紹介したいです。
」

卓

話

青少年奉仕委員会 委員長 坂本 哲朗
から卓話者のご紹介がありました。

青少年交換来日学生
ホストファミリー
小峯 宣昭 様
世界と繋がれる
ホストファミリー
やってみよう !!
息子さんが留学を経験
したのをきっかけに、
交換留学生を受け入れようと思った小峯さん。
ドミニー・マクグロアさんとソフィア・マドレーヌ・
ドネイさんを受け入れていただきました。
■ことばの問題、そして家の生活リズムと合うかな
どが心配だったのですが…
まず、日々のルールを決めました。
どう呼びあうかも最初に決め、例えばソフィアさん
のことは「ソフィー」と呼ぶことになりました。
・ソフィーとは、まず焼肉に行きました。
緊急事態宣言が出てしまったので、家で楽しむこと
がほとんど。うどんを作ったり、イースターをやっ
たりしました。最後にはせめての思い出に都内をド
ライブ。
お弁当が大好き
お弁当を持って公園にも

「皆さんも、ホストファミリーとして留学生を是非
受け入れてみてください」
・新たな出会いと、思いがけない気付き
・異文化交流と日本文化の再認識
・留学生を通じての新たな日本人との出会い
・ホストファミリー同士の交流
・訪問した時の歓迎に感謝
「こんなことを体験できました！」

青少年交換来日学生
ホストファミリー
藤池 誠治 会員
新世代の為の RI 常設プログラムには、インターア
クト、ローターアクト、ロータリー青少年指導者
育成プログラム、ロータリー青年交換がありま
す。年齢 30 歳までの多数の青少年が、将来リーダ
ーとなるために必要なスキルを身につけようと、
ロータリーのプログラムに参加しています。
ホストファミリーは、交換留学生が来日する前
に、２か月ごと計６家族のホストを決める必要が
あります。原則として、クラブの会員が日常の生
活以外の体験をさせます。

■最後に
ソフィアと小船家を支えていただいた、大宮西ロ
ータリークラブの皆様、誠にありがとうございまし
た。
また、私が昼間働いている関係で、
「一緒にご飯
を作りたい」「お弁当を作りたい」家にいるお母さ
んならしてあげられることがほとんどできず、何と
かしたいと思っていたところ、小峰様、日本のお母
さんを紹介していただきありがとうございました。
やりたいことができたようです。
小木曽様、この２件のホストファミリーを紹介い
ただき感謝でいっぱいです。
ソフィアは日本が大好きなので、また絶対に来る
と言っていました。その時にはまたよろしくお願い
いたします。

