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第 2786 回例会報告

点
鐘
ロータリーソング 「四つのテスト」
来



合同例会時間２点、誤表記がありましたの
でご訂正願います。



ゲスト ２名
安憲永(アン ホニョン)さん（米山奨学生）
アメット・イーサン・マハディさん
（元米山奨学生）
セ レ モ ニ ー

委 員 会 報 告




希望の風奨学金感謝状
…戸塚誠一郎君
…石鍋元章君
…芝久雄君
…海老沼孝二君
会 長 報 告

張替俊光君
樽澤忠正君
塚越伸博君



訃報／原田寛会員ご令室 裕美子様が８
月２３日ご逝去されました。謹んでお悔
やみ申し上げます。
幹 事 報 告
次週 31 日は、東京葛飾ロータリークラブ






との合同例会です。17 時 登録開始、17 時
40 分 記念撮影、夜間例会は 18 時からと
なりますので、お間違えのないようお願い
致します。

８月の理事会議事録がポストに投函して
あるかと思います。皆様ご一読ください。

賓



久雄

Rotary Rate 111 円

第 2787 回
2017 年 8 月 24 日

芝



国際奉仕委員会…8/10 ローレンさんの
さよならパーティが行われました。
ご参加の皆様ありがうございました。
8/12 ローレンさんのお見送りに来て
頂いた方々、ありがとうございました。
ホストファミリーをお受け頂いた方々、
心より感謝申し上げます。
8/26 人見悠里さんが帰国予定です。
空港にお迎え頂ける方々、宜しくお願い
致します
親睦活動委員会…本日のボーリング大
会、宜しくお願い致します。
出席委員会…10/30 東分区インターシ
ティミーティングが開催予定です。8/31
が申込み締切となっています。宜しくお
願い致します。
職業分類委員会…職業分類変更が必要
と思われる方は、8/31 までに幹事にご提
出ください。
親睦ゴルフ会…9/29 ３クラブ合同懇親
ゴルフ会、10/18 東分区ゴルフ大会が開
催されます。たくさんの方々の参加をお
待ちしております。

THE ROTARY CLUB OF TOKYO-KOHOKU

出 席 報 告 会員53名中37名
前々回訂正出席率

出席率70％

第１回親睦活動委員会行事 ボウリング大会

92.50％(8/3)

ニコニコ（●＾o＾●）ボックス






お誕生日祝
…人見君
奥様お誕生祝
…福本君
芝会長 塚越幹事…皆様、夏休みはゆっく
りできましたでしょうか？鈴木寿郎さん、
本日の卓話、宜しくお願い致します。本日
は久しぶりの固定席です。会話を楽しんで
下さい。ＳＡＡの皆さんありがとうござい
ました。イーサンさん、お久しぶりです。例
会楽しんで下さい。
谷中君…ハロー！Ehssan. よかった～。江
北ＲＣ覚えていてくれて！

合計 12,000 円

累計 505,000 円

本日の卓話
８月２４日の卓話は、
東京江北ロータリーク
ラブ在籍３6年の鈴木
寿郎会員より卓話をい
ただきました。
プログラム委員会

8 月 24 日(木)午後 6 時より、北千住の「マルア
イボウリング」にて、芝会長・塚越幹事以下総
勢 16 名にてボウリング大会を開催致しました。
米山奨学生のアンホニョンさんも飛び入り参
加し、芝会長の始球式にて開始致しました。
皆さん、昔取った杵柄で随所に好プレーを出さ
れ大いに盛り上がりました。個人戦の優勝は、
加藤浩君、団体戦優勝は、芝会長、今井君、加
藤君のグループで幕を下ろしました。
会場を移し北千住の「へちもん」にて懇親会並
びに表彰式を行いました。芝会長のご挨拶、ボ
ウリング参加最高齢者の矢島君の乾杯に始ま
り和気あいあいのうち、船木親睦活動委員長の
中締めにて散会致しました。参加者は芝会長、
塚越幹事、矢島君、海老沼君、樽澤君、戸塚君、
谷茂岡君、今井君、追分君、平岩君、影山君、
加藤君、渡邉君、アンさん、船木君、張替の 16
名で、懇親会よりの参加は、守屋君、畠山君、
高橋君でした。
記：親睦活動委員 張替俊光

夏期交換学生

元米山奨学生 来会
2007-08 年度 米山奨学
生のアメット・イーサ
ン・マハディさんが来
会され、ご挨拶くださ
いました。

本日の卓話

夜間例会に変更
東京江北・東京葛飾
合同例会

夏期交換学
生 人見悠
里さんが 8
月 26 日無
事にサンフ
ランシスコ
より帰国さ
れました。芝会長、塚越幹事、谷茂岡ご夫妻、
人見ご家族がお出迎えに参りました。
記：国際奉仕委員長 ベルマンピーター

次週の卓話

9/7

「イニシエーションスピーチ」
新入会員
渡邉浩君

2017-18 年度

第 51 回夏期交換学生歓送迎会

ホストファミリーご紹介

７月27 日～29 日 濱中ホストファミリー

大鷲神社
日本伝統文化体験

７月29 日～31 日 船木ホストファミリー

７月24 日～27 日 伊藤ホストファミリー

富士山五合目・新倉山浅間公園・露天風呂体験・原宿と青山・
銀座ランチGinza Six、銀座東急プラザなど

猛禽カフェの訪問、逗子にて海水浴、浅草寺、アメ横商店街、
新宿ゴールデン街、品川プリンスホテル泊

７月31 日～8 月3 日
谷茂岡・人見ホストファミリー

8 月6 日～10 日 芝ホストファミリー

伏見稲荷大社、貴船の川床料理、龍安寺、金閣寺
北野天満宮、舞子さんに変身、トロッコ列車、保津川下り

日光東照宮見学、鬼怒川温泉泊、東京スカイツリー
墨田水族館、鎌倉観光、葉山観光、鎌倉観光、鎌倉泊

8 月3 日～6 日／10 日～12 日 人見ホストファミリー

濱田屋 屋形船
さよならパーティ／ホストファミリー慰労会

夏期交換学生の歴史
東京江北ロータリー２５周年史より
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

意義ある業績賞を受けた
夏期交換学生の歴史
大きな事業や歴史的事実の最初のきっかけが、ちょ
っとした偶然から生まれたという話はよく耳にするこ
とである。東京江北ＲＣとウォールナット・クリーク
ＲＣとの間ではじまった夏期交換学生の発端もまさに
その通りであった。歳月の流れにつれて、口伝えて歴
史は変化していく。１８年の長きにわたって続いてき
▲▼
出会いがあった
レッド・ロック・シアター、
神守ＰＧの顔も見える。

たこのプログラムの発端エピソードを、ここに記載し
ておこう。
1966 年 6 月のことであった。アメリカのコロラド州
デンバーで国際大会が開催され、全世界から 13,000 人
余りのロータリアンが集まった。大会 2 日目、レッド・
ロック・シアターで開会を待っていた当クラブの田中
三郎会員は神守パストガバナーと並んですわってい
た。そこへ 1 人のアメリカ人のロータリアンが近づき、
いきなり神守パストガバナーに「カナメ・フタバとい
う人を知らないか」と尋ねた。
「その名前は聞いたこと
がある。ひょっとしたら君のところのフタバさんじゃ
ないか」と神守パストガバナーが田中会員に聞いた。
不思議な縁である。日本には何百人というフタバさん
がいるであろうが、そのアメリカ人が探していたフタ
バさんは、かつて東京江北ＲＣのメンバーであった二
葉要氏だったのである。そしてそのアメリカ人は次年

▼田中三郎会員が訪れた時の
メンデス一家

度ウォールナット・クリークＲＣの会長を務めるアド
リアン・メンデス氏であった。
お互いに偶然という事実に驚きながらメンデス氏
は、戦後日本にいた折、双葉氏に大変世話になったと
いうのである。翌日、田中会員は同士夫妻と 3 人の子
供達と一緒にロデオ大会を見に行き、うちとけたムー
ドになっていった。大会も終わる頃、メンデス氏一家
は田中会員に、どうしても帰路ウォールナット・クリ
ークに寄って自分の家に泊まって行ってくれ、と嘆願
するので、田中会員は帰りの予定を変更してサンフラ
ンシスコに立ち寄り、ウォールナット・クリークを訪
問した。

▸
1982 年、地区年次大会で宮里ガバ
ナーから「意義ある業績賞」を受ける

その晩は同クラブの新旧会長のパーティ

そして 1978 年 5 月に開催された東京大会

ーに出席、翌日は彼の経営するパーマー・ス

には、ウォールナット・クリークＲＣのメン

クールを見学している間にふとしたことか

バー数名とその家族が来日した。当クラブは

ら、お互いに何かあとに残ることを共同でや

こぞって歓迎し、懇親の実を深めたことは忘

ってはどうか、という話が持ち上がり、それ

れ得ぬことであり、両クラブの親交はいっそ

では両クラブのメンバーの子どもたちを夏

う高まったことである。

休みの間だけ交換し合い、それぞれの家庭に
預かってはどうか――。

さらに 1983 年の夏には、この計画の最初
の提案者であり、毎年最大の協力者であるア

ふとしたはずみに出た言葉の意味を噛み

ドリアン・メンデス（Adrian Mendes）氏夫

しめながら別れた 2 人は、それぞれのクラブ

妻が来日して 2 ヶ月ほど滞在された間の思い

で、ことの成り行きを説明、全会員の賛成を

出は、当クラブ会員の胸のうちに深い印象を

得て、夏期交換学生プログラムが誕生した。

残したことであった。
こうした日米両国におけるロータリーの

実行は早かった。この出会いから１年後の

両クラブが果たした国際親善の業績は、国際

よく 1967 年（昭和 42 年）の夏には第１回目

ロータリーの認めるところとなり、1982 年に

の交換学生をお互いに送ったのである。

開催された地区年次大会の席上、「意義ある

その方法としては、両クラブから 1 名ずつ
選出、往復旅費はその子弟の親であるメンバ

業績賞」を授与されたことは、この計画に華
をそえるものであった。

ーが負担し、お互いに受け入れ側のメンバー

そして本年度（1985 年 2 月）はメンデス氏

が宿泊、旅行、見学その他一切の面倒をみる

が第 516 地区ガバナーに就任され、そのお祝

ことである。

として両クラブメンバーおよび家族 40 数名

それ以来、今日までの一度も途切れること
なく続き、その間に特に大きな問題もなく、
本年（昭和 60 年）第 19 回を迎えることにな
った。

がホノルルに会し、いっそうの親善を深める
とともに楽しい会合であった。
以上の経過により、両クラブは現在、いわ
ゆる姉妹クラブ以上の緊密な関係にあり、国

この 18 年の間に参加した子弟は両クラブ

際理解のほか青年子女に対する教育効果も

合わせて 26 名のほか、機会ある毎に相互に

大きく、このプログラムは今後絶えることな

訪問した両クラブメンバーも各 10 指を下ら

く継続していくことであろう。

ず、1977 年 6 月のサンフランシスコにおける
国際大会の際には会員家族を含めて 17 名が
ウォールナット・クリークを訪問して、クラ
ブ例会にも出席し、全員が各メンバー宅に宿
泊したことは大きな意義ある出来事であっ
た。

東京江北ロータリークラブ
２５周年史より
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