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ビジター紹介 1 米山奨学生 ズンちゃん （ベトナム）
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2 台湾短期交換留学生 伊藤あかねさん
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小山 創楽君

会長挨拶
7 ⽉２７⽇に出発した、台湾桃園クラブへの交換留学ですが、8
月２日に帰国しました。多くの皆様のお蔭で無事このご報告ができ
ました。本当にありがとうございます。このプロジェクトにご寄付
をいただいた方々、送迎でお世話になった方々、日本でご心配いた
だいていた⽅々、皆様のお⼒添えあってのことです。厚く御礼申し
上げます。
台湾においては、今回の滞在を支えたものが大きく分けて３つのポイントがあると思っています。
第一に、これが一番大きいと思いますが、桃園の皆さんの温かな心遣いです。ホストファミリーの皆
様は、幸⼿の留学⽣を⾃分の家族のように受け⼊れてくださり、また私たちも含めて細やかなもてな
しをしてくださいました。⼼より感謝しています。⼆つ⽬は、伊藤実⾏委員⻑の奮闘です。滞在中を
通して、前回のノウハウを⼗分に活かし、桃園と幸⼿の間を⾒事に取り持ってくれました。彼の頑張
りなくして今回のような結果には至らなかったに違いありません。また日程後半ではありますが、自
分の仕事を犠牲にして台湾まで駆けつけ、留学⽣たちの⾯倒をみてくれた、⼩松原幹事、芦葉委員⻑
の⼆⼈も⾒逃すことはできません。どうか三⼈の会員に拍⼿を送ってあげてください。
そして、最後の⼀つは留学⽣自身の頑張りです。慣れない海外ということでご家族はもとより会員
をはじめ関係者の方々も心配をしていたのは事実と思います。しかし、彼らは自分の個性を活かし、
また互いに補いあいながら、チームワークよく楽しく過ごしていました。ご家族の皆さんもご安心く
ださい、彼らは私たちが思う以上に成⻑しているのです。今回のプロジェクトは、本当に多くの方々
にお世話になりました。誠にありがとうございます。

台湾短期交換留学レポートは別紙掲載

平成 31 年 1 月 25 ⽇（⾦）〜31 日（木）来日
(1)周郁庭 18 才(Gourmet 娘)
(2)周哲瑋 16 才(Gourmet 息子)
(3)張善涵 14 才(Kevin 娘)
(4)黃昱豪 15 才(P.P. Stone 孫)
(5)黃昱博 14 才(P.P. Stone 孫)
(6)簡衣絜 16 才(Print 孫⼥)
(7)陳姵君 19 才(Link 娘)
(8)吳開雯 18 才(Telecom 娘)
(9)江奕承 15 才(Attorney 息子)
(10)許祐榮 17 才(House 息子)

短期交換留学来⽇生

引率（⼤⼈）の桃園扶輪社会員
(1) 国際奉仕委員⻑-林榮烽(Fortune)
(2) ⻘少年交換委員⻑-周鑛濤(Gourmet)
(3) ⻘少年交換委員⻑奥さん-楊媚蓉
(4) ⻘少年交換委員-張凱翔(Kevin)

1/25(⾦)フライト
CI-100
09:30 台湾桃園空港 (TPE)
13:30 成田国際空港 (NRT)
1/31(木) フライト
CI-101
14:35 成田国際空港 (NRT)
17:45 台湾桃園空港 (TPE)

ニコニコ BOX
中田盛夫
宮田

様

充会員

⼩⼭寿⾏会員

台湾留学息⼦が⼤変お世話になりました。
誕生日祝ありがとうございます。
結婚記念⽇祝ありがとうございます。18 年経ちました。
台湾留学息⼦がお世話になりました。⼀回り⼤きく成⻑しました。

皆様ようこそ
奈良俊一会⻑・⼩松原孔明幹事・岩上幸⼆会員・⼩栗隆義会員・渡辺光浩会員
山口寿通会員・高野

優会員・宮澤 実・中村康宏会員・三牧信吾会員・柳沼憲⼀会員

⽟⽊和夫会員・梨本松男会員・伊藤敦彦会員
益山雅男会員

新入会員候補者の紹介を宜しくお願い致します。
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本日の出席率
計

30,000

152,500

結婚記念日祝

3,000

3,000

ビジターフィー

7,500

7,500

会員数

出席者数

暫定出席率

(出席免除 12 名)
44 名

36 名

81.81％

理事会報告
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公式訪問について

９月２６日（水） 懇親会については別途検討
ｶﾞﾊﾞｰﾅｰ、同補佐の手土産を用意

マイロータリー推進について

公式訪問時に 100％を目標
ん依頼済み。9/5 予定）

ＲＬＩ
９月

Ｐ１参加者募集の件
フィリピン視察の件

１０月

事前の例会にて卓話を⾏う（⼩⼭さ

情報漏洩のリスクをどう管理するか。

承認

渡辺エレクト、柳沼次年度幹事の

２名参加

承認

奈良会⻑、伊藤副会⻑、他計７名参加、9/14 地区へ贈呈

桃園 RC、⻄那須野 RC 10/7(日)、/8(月：祝)で確定。

合同ｺﾞﾙﾌ参加の件

短期交換留学の帰国時に借りたスーツケースは、このときに返せ
ばよいか確認。ゴルフのプレー回数は１回なのか。

地区ゴルフ大会参加の件

締切⽇まで募集対応。⼈数が集まらなければ、負担⾦のみの負担
不参加もやむなし。

クラブの公式ベスト作成の件

承認

ただし、例会等で⼀度報告してから、デザイン、作成数、予

算等を再度上程する。(作成相談先：根本さん)
交通安全パレード参加の件

9 月 15 日承認

納涼例会について

８月２９日（水）確定

会員増強の現況について

３名位勧誘中、ベテランの会員の後押しをお願い致します。
りそな銀⾏の⽀店⻑は不可との事

桃園扶輪式典参加の件

詳細を確認の上、昼食会場は義語家
登録料の集⾦は当⽇⾏う

例年通り２泊３⽇にて参加

詳細は高野さんに依頼

⻘少年交換留学⽣歓迎会の件

８月 24 日（⾦）久喜市内 ラヴィータ 18 時 00 分

⻘少年交換留学スポンサークラブ

⻘少年交換留学に応募する⾚沼⾥和⼦さんのスポンサークラブに
なることを承認（久喜 RC と合同）

その他

クラブで使⽤している冷蔵庫が故障したため、買い換えます。
成⽥さんの奨学⾦４４０万円を送⾦致しました。
米山特別寄付額 3,000 万達成クラブ 地区大会で表彰

