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レイ・クリンギンスミス     ９月８日  

 

 

VOL. ４８  No.７ （通算Ｎｏ．2248）      

 

２０１０年８月２５日（水）例会プログラム 

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                             

派遣学生帰国挨拶 他                  

                               「八郷の風景」 

                                   写真提供：石塚利明会員 

                                           

 

 

２０１０－２０１１年度      会長 白 井   豊        幹事 大 塚 令 昌 

創立 １９６３年９月２５日 

≪例 会 場 ・ 例 会 日≫      ≪事 務 所≫ 

〒303-0023 茨城県常総市水海道宝町 2790   〒303-0023 茨城県常総市水海道宝町 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://www.mitukaido-rc.jp/ 
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例会報告   Vol.４８ No.６（No.2247） ８月１８日（水）晴れ  (司会 北村陽太郎委員長） 

本例会での主な事項 

☆会長挨拶                 ☆外部卓話 女子プロボウラー 並木恵美子様 

    

 

ビ ジ タ ー   

女子プロボウラー 並木恵美子様 

 

諸 報 告  

新世代奉仕委員会 石塚克己委員長 

１０月８日～１０日、ライラセミナーが開催されます。来週ご案内書を配布致します。会員皆様の事業所の

方、ロータリアンの方参加の程宜しくお願い致します。 

国際奉仕委員会 倉持功典委員長 

昨日の１７日にツウンバより３名の学生が無事帰国しました。次週の例会において帰国報告をさせていた

だきます。会員皆様のご協力ありがとうございました。 

 

幹 事 報 告  大塚令昌幹事 

週報受理クラブ なし 

例会変更通知   竜ヶ崎ＲＣ ８月３１日（火） 午後６時３０分より 松泉閣 クラブ協議会の為 

                   ９月１４日（火） き仙 ガバナー公式訪問の為 

            牛久ＲＣ ８月３０日（月） 午後７時より クラブ協議会の為 

 

会 長 挨 拶  白井 豊会長 

皆さん、こんにちは。本日、卓話をいただきます「並木惠美子さん」ようこそ

いらっしゃいました。並木プロと言えば昭和 40 年代から、須田・中山両プロと

共に女子プロ 3 羽鳥として現在迄活躍されておりますことは皆さんもよく御存

知の事と思います。会員一同歓迎申し上げます。 

 前回の公式訪問例会は、会員の皆様の多大なご協力により、無事に終了す

ることが出来ました。皆様に感謝申し上げます。 

昨日、ツンバより交換学生の 3人が元気に帰って参りました。今回の留学で

は倉持功典委員長の下、国際奉仕委員会のメンバーの方々には、大変お骨

折りを頂き感謝申し上げます。来週の例会で 3 人の体験談等の帰国報告をして頂く予定になっておりま

す。 

 さて、月遅れのお盆も終わり、本来なら秋風が立ち始める訳ですが、今年は相も変わらず猛暑が続いて

おります。水分と睡眠を充分に取り、この暑さを乗り切って下さい。以上挨拶を終わります。 
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外 部 卓 話 
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出 席 報 告 （古谷榮一委員長） 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜暇 メーク 出 席 率 

５７名 ４３名 １４名 ０名 １４名 １００．００％ 

 

ニコニコボックス 北村英明委員長              入金計 ￥31,000   累計 ￥524,000  

並木プロ、卓話宜しくお願いします。  白井・田上  各会員 

ようこそ並木プロ、宜しくお願い致します。  大塚会員 

公式訪問ご苦労様でした。並木プロようこそ、卓話楽しみにしています。毎日新聞茨城アマ予選、２位通

過しました。竜ヶ崎Ｃ・Ｃ   斎藤会員 

並木プロ、本日ありがとうございます。  山牟田会員 

ツウンバ交換学生無事帰国しました。みなさんからのアドバイスありがとうございました。昨夜はぐっすり眠

りました。  倉持会員 

暑くて大変です。  横山会員 

残暑厳しいですが、元気にがんばりましょう。  古矢会員 

無事出席できました。   中川会員 

早退します。  鈴木（茂）会員 

来週お休みいただきます。  五木田（益）会員 

例会遅刻しました。  草間会員 

娘、紗和子他２名の交換留学生、昨夜無事 TOOWOOMBA より帰国しました。会長・幹事・国際奉仕委

員長、見送り、お迎えとお世話になりました。  北村（英）会員 

 

会報委員会 秋田政夫委員長 石塚利明副委員長 穂戸田好範委員 石塚幸一郎委員 

 

ツウンバより帰国                              平成２２年８月１７日（火） 

先日ＴＯＯＷＯＯＭＢＡ ロータリークラブから送られてきた資料とその翻訳文です。 

Ｐａｔｒｉｃｋ Ｍｕｒｒａｙさんは交換留学事業を開始した当初から担当されている、この事業を最も理解されて

いるＲｏｔａｒｉａｎの一人です。 

この文章は、ＴＯＯWOOMBA ＲＣの例会で卓話として紹介された物です。 

歴史的に古い内容も含まれますが、この事業の成り立ちや实績を分かり易く説明されてますので、一読

下さいませ。          （翻訳責任：北村 英明） 

 

MITSUKAIDO     TOOWOOMBA    ROTARY   CLUB   SHORT   EXCHANGE 

                                              PROGRAM 

 

    This program began in 1986.  It followed Chiharu Iitsuka’s 1981  12 month inbound 

exchange in Toowoomba, which was so successful that close contact was maintained between 

our two clubs and in 1984 the Mitsikaido President, the enthusiastic  Mr Somiya and his 

charming wife, visited Toowoomba. He suggested the short student exchange which we then 

arranged. 

   On 16th August 1986  Akko Kitamura, one of the two students from Mitsukaido, 

arrived in our home.  24 years later, yesterday, her daughter, Saweko, aged 15,  arrived at 

Doug and Kerry Gibson’s home as one of  three Mitsukaido students this year. 
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   Mitsukaido is a city of about 45,000 and is a two hour drive north of Tokyo.  The 

exchange has been for approximately ten days, in Toowoomba in August, and Mitsukaido in 

January, and has happened most of the years since 1986.  100 to120 students from 

Mitsukaido and Toowoomba have been involved, usually aged between 13 and 17, although 

the Bryant twins made history when they went to Mitsukaido aged only 11!  They did very 

well.  More than 20 Rotarians and family members have also visited either Mitsukaido or 

Toowoomba over the years.  The hospitality, fellowship, care, and organisation  in 

Mitsukaido has been outstanding . 

    In the 1980s it became evident to me that one of the problems with our exchange 

programs was that suddenly on July 1st each year  we had new and different Directors, and 

sometimes  exchange students tended to be forgotten.  It was for this reason that I offered 

to act as a continuing Counsellor to both long and short term exchange students, and to my 

surprise ended up doing this for most of  the next 20 years. 

   Our club connection with Japan has extended outside Mitsukaido. Rotarians from  our 

Sister club for many years, Tsuruga, on the west coast of Honshu visited us with a gift of 

three superb stone lanterns for the then new japanese garden at the University.  We have 

also had 10 long term students, 5 going to japan and 5 coming to Toowoomba. 

   It was just great yesterday to see all our new students and all our host families together 

on arrival, and all happy and enthusiastic. 

   I hope that as many as possible of our club become involved in this and all future 

exchanges, and if so, your lives could change for ever, and for the better! 

 

                      Patrick Murray                  9.8.2010. 

 

水海道 ― TOOWOOMBA ロータリークラブ 短期交換留学プログラム 

 

 このプログラムは、１９８６年に始まりました。 

１９８１年 飯塚千春さんが１年間の留学生とし Toowoomba に来ました。それの成功をきっか

けに両クラブは親しくなり、１９８４年 水海道 RC の熱心な会長 隅谷氏とそのチャーミング

な夫人が Toowoomba を訪れました。彼は、短期留学プログラムを提案し、我々はそのことを取

り決めました。 

 

１９８６年８月１６日 水海道 RC から北村篤子ともう１名の学生が我々のもとに到着しまし

た。 

２４年前です。 そして、昨日 今年度の水海道 RC の３名の交換留学生の一人として、彼女の

娘 紗和子 １５歳がギブソン家に到着しました。 

 

 水海道は、人口約４５０００人、東京から車で約２時間のところにある街です。 

留学生は１９８６年以来、約１０日間、Toowoomba には８月、水海道には１月に訪問していま

す。現在までに、１００人から１２０人の交換留学生が水海道と Toowoomba からこのプログラ

ムに参加しました。通常は１３歳から１７歳ですが、ブライアン家の双子はたった１１歳で水海

道を訪問したという歴史をつくりました。彼らは、とてもよくやりました。  

これまでに、２０名以上のロータリアンとその家族が水海道と Toowoomba をお互いに訪問して
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います。水海道の親切なもてなし、親睦、気遣い、そして組織力は傑出しています。 

 

１９８０年代、私たちの交換留学生プログラムに一つの問題が明らかになりました。それは、毎

年７月１日に突然今までと違う理事になり、ときどき、交換留学生の事を忘れてしまうことです。

それが、私が短期と長期双方の交換留学生プログラムのカウンセラーを続けることを申し出た理

由でした。２０年以上もこの事が続いたことは、私の驚きです。 

 

 私たちのクラブは、水海道以外のクラブとも交流しています。本州の西海岸にある敦賀は、私

たちの姉妹クラブです。数年前、ロータリアンが訪れたときに、大学の新しい日本庭園に３個の

見事な石の灯篭を寄贈してくれました。日本から５人、Toowoomba から５人の 全部で１０人

の長期交換留学生がいました。 

 

 昨日、到着にすべての我々の新しい学生とすべてのホストファミリーが集まり会えました。み

な、ハッピーで熱心でした。 

 

 私は、可能な限り我々のクラブがこれと将来の交換留学生に深くかかわることを望んでいます。

そうなれば、ずっと我々の生活を変えることができる。そして もっとよくなるでしょう。 

 

2010/8/9  Patrick Murray 

  

  


