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        鈴木・大串年度テーマ 

『原点に戻ろう！ 

そしてさらなる飛躍を！！』 

               1 月の会長ポイントメッセージ 

                 ロータリーの基本を学ぼう 
2004-05年度 国際ロータリー会長                  そして 時代の変革と共に！！ 
   グレン E. エステス・シニア                   
                                   

NO. 2 0 2 2            1月はロータリー理解推進月間です 

例会 2005 年 1 月 26 日（水）         

 

本日のプログラム        

点 鐘           

ロータリーソング 

ビジター紹介       

出席報告        

SAA 報 告            

諸 報 告 

幹事報告 

会長挨拶 

ロ ー タ リ ー 情 報 委 員 会                                 

坪田純一 ロータリー情報委員長           染谷国際奉仕委員長とオーストラリアよりの交換学生 

≪次回 2 月 2 日(水) 予告≫         

国際奉仕委員会 

 

 

2 0 0 4～ 2 0 0 5 年 度    会 長 鈴 木   豊     幹 事 大 串   卓 

≪例 会 場 ・ 例 会 日≫        ≪事 務 所≫ 

〒303-0023 茨城県水海道市宝町 2790   〒303-0023 茨城県水海道市宝町 3386 

常陽銀行水海道支店内 3F            釜久ビル 3F 

毎週 水曜日 12:30～13:30  ☎ 0297-22-1251   ℡0297-30-0875    Fax0297-30-0876 

E-mail   mitsu-rc@lapis.plala.or.jp

URL  http://kinuyou.com/rc/
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例会報告 No.2020 1 月 12 日（水）晴れ  （司会 染谷正美委員長） 

本例会でのおもな事項        

   ＊会長挨拶          ＊オーストラリア交換学生挨拶 

 ＊誕生祝                          

ビジター紹介 

 

オーストラリア交換学生  ニコラス・リム君  アマンダ・バックマンさん  リサ・スケルマンさん 

ジェニファー・バックマンさん  ローレン・シェリットさん 

米山奨学生         蔡 亦竹さん 

通   訳           杉本恭子様 

誕 生 祝  おめでとうございます。      

          

☆会  員  皆葉瑞男会員  小島富雄会員  大串 卓会員  大塚令昌会員  角田雅宣会員 

         斉藤広巳会員  染谷秀雄会員   

☆配偶者  北村（仁）会員  飯塚会員  皆葉会員  松村会員  古谷会員  染谷（昭）会員    

北村（英）会員  海老原会員 

 

幹 事 報 告  （大串  卓幹事） 

週 報 受 理    守谷ＲＣ、江戸崎ＲＣ、石岡８７ＲＣ 

例会変更通知受理   石岡８７ＲＣ  １月２７日（木） 午後７時より 笠間春山荘 
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会 長 挨 拶 （鈴木  豊会長） 

明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願いします。オースト

ラリアからの交換学生５名の方、そして米山奨学生の蔡さん、また通訳

としておいで頂いた杉本さん、新年早々第一回目の例会にお客様と

して迎える事が出来、会員一同ご歓迎申しあげます。 

先ず、最初に交換学生さんへの挨拶をしてから、会員の皆様にはご

挨拶を申しあげます。ご了承下さい。 

A Happy New Year! 

Welcome to Japan and welcome to Mitsukaido. 

We really appreciate that you all come to Mitsukaido as an ambassador 

of friendship between Toowoomba Rotaly club and us. 

We expect you can enjoy the life in Mitsukaido to the full even your 

short stay. 

Also please take care of your health during winter season in Japan. 

And we hope you will make a lot of great memories. 

At last not at least please feel free to let us know, if you have any concern or question further. 

Thank you very much for your precious time!! 

改めまして新年おめでとうございます。このような素晴らしいお客様を迎えての例会が出来ますことを大い

に喜んでおります。昨年は、天変地異が次から次と続き、年末では、スマトラ沖地震で十数万人の命が奪

われてしまった、苦く暗いニュースが入ってきましたが、一日でも早い復興をお祈りいたします。また、クラ

ブとしては諸行事等が続きまして、大変忙しい日々を過ごされた事と存じます。今年は、事業がもうすでに

始まっておりますが、委員会を中心に取りこぼしのないよう事業を展開させて頂きます。どうか重ね重ねの

お願いとなりますが、会員皆様のご協力を宜しくお願いします。そして、３月以降は次年度へ向けての事

業が目白押しとなりますが、私の年度も今日の例会が終わりますと、残すところ２０数回の例会となります。

悔いが残らないよう一回一回の例会を大切に、そして第一に親睦、そして奉仕活動をモットーに後期を頑

張っていきますので今まで同様皆様の良きご指導を宜しくお願い致します。また、今年ももうすでに事業

は始まっていると申しましたが、９日の日、成田に国際奉仕委員長の染谷君、穂戸田さん、青木副会長、

田上会員、そして田上会員の姪御さんの小林さんと、５人の交換学生を迎えに行ってまいりました。受入

のご家族では大変ご苦労なことと思います。青木清人会員、瀬戸隆海会員、飯塚三夫会員、小林光秀様、

山崎進朗会員の各家庭には、感謝申しあげます。この事業は、クラブのメーンイベントであり、継続事業と

しても大切な事業であります。新年の初仕事として皆様方のご協力を切にお願い申しあげ、年頭の挨拶

にかえます。 

オーストラリアよりのメッセージ 

To The President of Mitsukaido Rotary Club 

We are very happy to have sent 5 students to your club for its wonderful hospitality. 

This program between Rotary Clubs of Toowoomba and Mitsukaido has been very worthwhile and 

valuable. 

We hope our students enjoy their stay and come back to tell us of their experiences. 

We hope you like the small gift which is a hand made and painted glass dish made by one of our Menbers. 

The Toowoomba violet is the City’s flower. 

All the very best to all of your Members. 

We hope to welcome students from Mitsukaido later in the year. 
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Yours in Rotary  

 

Tim Davis 

International Services Director 

Rotary Club of Toowoomba 

 

水海道 RC会長殿 
この度は５名の学生を受け入れてくださり誠にありがとうございます。 

ツウンバ RC と水海道 RCのこのプログラムは非常に意義深く価値あるものです。 
学生たちが帰国して、日本での種々経験を話してくれる事を楽しみにしております。 
また、今年来られる水海道からの学生さんをお待ちしております。 
私達からのささやかなプレゼントをお受け取りください。これは、ツウンバ RC メンバーの一人がガラス皿に
ツウンバ市の花である Toowoomba Violetを描いたものです。 
 
それでは、水海道 RC メンバーの皆様のご健康をお祈り致します。 
 
                       ツウンバ RC国際奉仕委員長 
                                ティム・デイビス 
交換学生挨拶 
Lisa Skerman 
私の名前はリサです。１５歳です。オーストラリアツウンバから来ました。今、

１２年生で、小学校で３年間日本語を勉強しました。日本での色々なことを

楽しみにしています。オーストラリアと日本は本当に違うでしょう。だから、見

ること全て面白いと思います。本当にありがとうございます。 
Amanda 

っています。この後の滞在も大変楽しみにしております。 

て、私の名前はローレン、１５歳です。オーストラリアのツウンバに

ennifer 
ジェニファーです。少し寒いですが、大変美しいこの国を訪問でき

ロータリーの皆様、こんにちは。私の名前は

アマンダです。私は１７歳で、今年、オーストラリア海軍で保育の勉強をして

います。私はケアンズから来ました。日本は始めてなのでとても楽しみにして

います。今回お世話くださった鈴木さん、染谷さん、どうもありがとうございま

す。そして特にホストファミリーの青木さんご一家の暖かいもてなしを嬉しく思

Lauren 
はじめまし

住んでいます。３年間日本語を勉強しています。私の趣味は体操です。オー

ストラリアに比べ日本はとても寒いです。でも日本は美しく好きです。どうもあ

りがとうございます。 
 
J
私の名前は

る機会を与えてくださり本当にありがとうございます。大変楽しく過ごしておりま

す。今回の滞在は非常に素晴らしい経験でありよい思い出になります。 
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Nicholos 
私の名前はニコラス・リムです。ロッキンガムに住んでいます。現在１７歳で、大

  玲さんからのメッセージ 

水海道 ロータリークラブの皆様へ 

＊＊＊明けましておめでとうございます。＊＊＊ 

＊＊＊昨年中はいろいろとお世話になりました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。＊＊＊ 

昨年の3月まで二年間米山奨学生としてお世話になった劉 玲（当時筑波大学）です。たいへん遅れまし

皆様，お正月はいかが過ごされましたでしょうか。こちら北京は真冬ですが，水海道のほうはいかがです

さて，私のほうですが，去る 1 月 6 日に最後の試験も終わりました。学生も私もほっとしています。1 月 21

産休は５月半ほどあるが，来学期はちょっと教師が足りないようなので，私はたぶんそれほど長く休むこと

皆様はいつかいつか北京までいらっしゃるようなことがありましたら，ぜひご連絡ください。（長塚お父さん

赤ちゃんが生まれてから，またお便りします。 

今年もよいお年となりますように。 

劉 玲より 2005.01.08 

学に入学予定です。専攻は心理学です。日本での経験や日本文化を知る機会

を与えてくださったことに深く感謝しています。今後の滞在を楽しみにしていま

すし、素晴らしいものであることを確信しています。鈴木さん、染谷さん、そして

ホストファミリーである素晴らしい山崎さん一家にお礼を言いたいと思います。ど

うもありがとうございます。最後に皆様の心温まる歓迎に感謝いたします。そして、

いつかオーストラリアでお会いできることを楽しみにしています。 
 

劉

たが，失礼しながら，メールにて新年のご挨拶をさせていただきます。 

か。インド洋地震・津波による被害が驚くほど大きいようですが，私たち平和な毎日でたいへん幸せだな

あと思います。毎日毎日を大切に生きていけないとつくづくと思うこのごろです。 

日から冬休みに入りますが，実は，１月 26 日の出産予定日となっています。それに向けて，いろいろと準

備しています。初出産なので，ちょっと緊張しています。昨日，定期検査をした時，お医者さんに，赤ちゃ

んがちょっと大きいね。あまり食べ過ぎないようにと言われました。元気な赤ちゃんが生まれてくるよう祈っ

ています。 

ができない。５月の中旬から授業を担当するようと言われました。それまで，主人の両親がこちらに来て，

面倒を見てくれるので，北京で過ごすつもりです。前に実家にもどって出産しようかと思ったのですが，手

続きがすごく複雑なのでやめました。 

のところに詳しい連絡先があるので）。できるだけのことをさせてください。 
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出 席 報 告 （角田雅宣委員長） 

出席 ００％
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率 １００．  

 

誕生祝御礼 ≪会員≫小島・大塚・皆葉・染谷（秀）・大串・角田・斉藤  各会員 

皆葉・松村・古谷・染谷（昭）・北村（英）・海老原 各会員 

もお願いします。 

・鈴木年度有終の美を飾るべく協力したいと存じます。   松坂会員 

会員 

員 

 瀬戸会員 

した皆々様には返礼もせずにお詫び申し

 

    

  

員 

・本年もニコニコを宜しくお願いします。  ＳＡＡ委員会 

願いします。    大塚・北村（英）・鈴木（邦）・長塚・

山・武藤・穂戸田・渡辺・古谷・田上・松村・     

ニコニコボックス （石塚克己副委員長） 

・

         ≪配偶者≫北村（仁）・飯塚・

・明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願いします。また、５人の交換学生

鈴木（豊）会員 

・本年も宜しくお願いします。ツウンバからようこそいらっしゃいました。  大串会員 

・オーストラリアの学生さん、宜しく！！   青木（清）会員 

・年末休みました。本年も宜しく。ツウンバの学生さんを宜しく。   熊谷

・ホストファミリーを受けて楽しんでいます。   山崎（進）会

・今朝、地区青少年交換事業でバンコクから帰ってきました。本年も宜しく。  

・今年も宜しくご指導の程お願いします。特に、年賀状を頂きま

申し上げます。                                         福田会員

・明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。また、孫の入学がきまりました。 

皆葉会員 

・本年も宜しくお願いします。会員の皆様が健康でご活躍されますことお祈り申しあげます。      

石塚（克）会

・後期も宜しくお願い致します。     小島会員 

・明けましておめでとうございます。今年も宜しくお

北村（仁）・秋田・北村（陽）・飯塚・白井・染谷（正）・横

青木（全）・五木田・草間・島田・斉藤  各会員   和久事務局 

入金計 ￥１９５,０００ 累 計 ￥１,５５０,０００ 

会報委員会   委員長 斎藤広巳   副委員長 大塚令昌 

写 真 集 

 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜 暇 メーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５０名 ４１名 ９名 １名 １０名 
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