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2017-2018年度 大宮ロータリークラブ会長

江本  尚浩

Hello, young guests from Trenton New Jersey.
I’m Nao Emoto, president of Omiya Rotary club 
this year. We are very happy to meet you all.
This exchange program has history near 50 years 
and is one of the most important event of this club.
We are able to understand each other through the 
activities and living with host families.
It is the hottest season in Japan. Please take care of 
yourself and enjoy your stay of Japan.

ータリアンの皆様、そしてお客様こんにちは。
　本日の例会はトレントンRCから3人のお客様ア
マンダさん、コリーンさん、ダニーさんをお迎えし

ております。この大宮RCとトレントンRCとの子息の交換
は、1969年（昭和44年）、大瀧栄典さん（大瀧副会長弟さ
ん）、和田邦彦さん（和田元会員弟さん）の2人を第一回の
派遣生として、本日まで約50年の歴史の中で日米それぞれ

約80人ずつの派遣生を輩出してまいりました。現在のよう
に電子メール等の通信技術が発達していない時代に、今より
はるかに遠くに感じたであろうアメリカ合衆国東部地区との
間にこの素晴らしいプログラムを作っていただいた両クラブ
のロータリアンに心より敬意を表します。
　今回岩崎青少年奉仕担当理事、花俣委員長を中心に多く
の方にご尽力頂いておりますが、これは大宮クラブ自体の行
事です。どうぞトレントンからのお客様へのクラブの皆様全
員でのおもてなしをよろしくお願い致します。
　本日は例会終了後、クラブ総会・協議会を行います。会員
の皆様におかれましては、どうぞそのままお席お着きのま
ま、お待ち下さい。本日もどうぞよろしくお願いします。

今回は総会・協議会も行いました。

「Let’s Begin!」今年度のテ
ーマ

ロ

Welcome to Omiya Rotary Club! トレントンからの交換学生３名よりメッセージをいただきました。

私はアマンダです。ここ
に来る機会がありまして
非常に嬉しく思います。
ちょっと神経質なところ
があって、あまりスピーチ
が得意ではありません。

アマンダさん

私はダニエルです。ロータリアンである叔
父から紹介されて今回の派遣に来ることが
できました。この機会に日本の文化や町並
み、建物等いろいろなものを見たいです。
最初に覚えた日本語は「美味しい」で、次に
覚えた言葉は「お腹いっぱい」でした。

ダニエルさん

みなさんこんにちは。
私はコリーンです。日
本に来られて非常に
うれしいです。非常に
美しい国で皆さん優
しい方が多いです。

コリーンさん

総会　会長ノミニー就任　櫻井副会長（左から２番目）

SAA 川島会員 戦略計画委員長 徳山会員 ロータリー情報委員長 橋本会員 会員増強委員長 遠藤会員

クラブ広報委員長 小坂会員 クラブ管理運営委員長 荒井会員 奉仕プロジェクト委員長 山本会員 青少年奉仕委員長 岩崎会員
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7月26日の合計金額 54,000円
（７月26日までの累計金額367,000円）

ご協力ありがとうございました。

次回例会案内

◆ ニコニコボックスのご報告 ◆

本日のクラブ総会・協議会よろしくお願
いします。
ダニエルさん、アマンダさん、コリーン
さん、Welcome to OMIYAロータ
リークラブ。
〈江本尚浩〉

トレントン交換学生の皆様ようこそ。
〈岩井良彦・山本和保・岩田尚明〉

トレントンからダニエルさん、アマ
ンダさん、コリーンさん、ようこそ大
宮ロータリークラブへ。
〈大瀧榮壽・川島利雄・岩瀬雄一・中川
高志・櫻井義久・石井宣子・齋藤守毅〉

Danny,Manda,Colleen,
I welcome your visit to Japan.
Enjoy!!
〈岩﨑彰〉

お客様ようこそ!!
〈本多隆・兼杉涼二・永嶋良一・進藤博
司・小林義久・星野晃一郎・小林康一〉

トレントンチームの皆さん、ようこそ
大宮ロータリーへ。日本を楽しんで
下さい。
〈浅野仁・小坂良二〉

Welcome to Omiya Rotary 
Culb.
〈福島謙二〉

ダニー、マンダ、コリーン、ようこそ!!
〈祝原英隆〉

日本へようこそ、みなさん。
〈大河原繁泰〉

トレントンからの派遣生の担当をさ
れている皆様、おつかれ様です。
〈飯野耕司〉

トレントンからようこそ!! 以前、宏大、
美香がトレントンに行かせてもらい
ました。
〈遠藤省吾〉

花俣委員長、トレントン留学生対応
おつかれ様です。
〈橋本和久〉

大谷さん、お帰りなさい。
〈江本尚浩・徳山義行〉

大谷君、素晴らしい体験をされて来
ましたね。立派なあいさつでしたね。
〈渋木理俊〉

大谷君、立派になったね！
〈平田繁〉

大谷君ようこそ。りっぱになりましたね。
〈星野晃一郎・森正志〉

小林康一会員、司会ありがとうござ
います。
〈江本尚浩・中川高志・櫻井義久・三浦
守・栗岡宏治・蓮池慎二・高山利弘・内
藤考三〉

小林康一さん、司会ご苦労様です。
〈遠藤省吾〉

小林会員、司会お疲れ様でした。
〈戸井田修〉

メークアップ100%出席頂きまして
ありがとう御座居ます。６年連続と
なりました。
〈飯野耕司〉

岩瀬さん、奥様と仲良しでうらやま
しいです。
〈田中康之〉

すいません、早退します。
〈小林憲樹〉

皆さま、よろしくお願いします。
〈新井貴之〉

第64代会長 櫻井さん、お目出とうご
ざいます。
〈岸聡〉

櫻井会長ノミニー、就任お目出とう御
座居ます。
〈飯野耕司〉

80.60%
修正出席率

50名（70.42%）
出席者数（出席率）

8名
メークアップ

72名（71名）
会員数（出席者算定者数）

第3053例会
例　会

第3055例会
例　会

7月12日
前々回

7月26日
当　日

2017年8月9日（水）12：30点鐘  パレスホテル大宮

理事会、セレモニー
【卓　話】リコージャパン㈱ 販売事業本部 埼玉支社
 支社長　高山　利弘 会員

お客様紹介［大瀧副会長］

交換学生紹介［花俣委員長］

ロータリーソング（それでこそロータリー）・四つのテスト 斉唱司会 小林会員

幹事報告［齋藤幹事］ ゴルフ部会報告［栗岡会員、遠藤会員］ シンガポールRCへのメークアップ報告［小林会員］ ニコニコボックス報告［三浦会員］出席率の報告［石井会員］

点 鐘

トレントン交換学生（左からアマンダさん、コリーンさん、ダニエルさん） お帰り！大谷会員 マルチプル・ポールハリス・フェロー・ピンの贈呈

一週間ぶりの握手

夏野菜カレー
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