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第３３５回 ローズさん歓迎会  

 

           

 
 

 
会長  李 一孝 

 

 皆さん今晩は 

 北オセアチア共和国では大変悲惨な事件が起こり

ました。 

社会が病んでいる最も重症な症状は戦争ですが、そ

れに近い症状のようです。病気の原因が何か、よく

考える必要があります。誤診をして適切でない処置

をすれば症状が広がりも悪化するでしょう。なんと

か良い処置が施されることを祈るばかりですが対岸

Ｎｏ．９  

 

会 長 挨 拶 

本日のプログラム ９月１５日（水） 
卓 話 「もしも私が日本人だったら」張氏 

交換留学生・サンティロ・ローズさん 
 

クレー射撃協会・間庭崇様より寄付金に対するお礼 
 

関口彩香さん、ローズさん 
 

張さん、呉さん 
 



の火事と安心はできません。すぐなにが出来るとい

う訳ではありませんが我々も世界全体に関心を持っ

ていくことが大切だと思います。その意味でロータ

リアンは国際奉仕を真剣に考えなければいけません。 

さて国際奉仕という概念はシカゴで発足された

初期のロータリーにはありませんでした。1912 年
にアメリカ以外の国にロータリークラブができ、全

米ロータリー連合会が国際ロータリー連合会に名

称変更され国際化の道を辿ります。そして 1921年
にロータリーの国際大会が初めてアメリカを離れ

て、スコットランドのエジンバラで開催されました。

これを記念して国際奉仕の考え方が発表されまし

た。それは「奉仕というロータリーの理想に結束し

た職業人の世界的友好による理解、善意および国際

的平和の増進」というものでした。翌年、綱領に正

式に明文化されました。その後、度重なる綱領改正

にも 80年間変更削除されることなく現在に至って
ます。綱領における国際奉仕の概念が長く変化しな

いのは、世界の緊張が高まりつつあるときこそ、ロ

ータリーの理想であるこの概念に対して紛争を防

止する抑止力となることを期待しているからだと

思います。ポール・ハリスが病み上がりの体で、昭

和 7年から昭和 12年にかけて、世界のすみずみま
で廻ったのは、単にロータリーの発展ぶりを視察し

たのではなく、第2次世界大戦の前の緊張の高まる
世界情勢の中で、ロータリアンの友情によって紛争

を抑止し、世界平和を達成したいという意図が秘め

られていたからだと言われています。 

ロータリアンの親睦に基づいた相互理解により、

国家、思想、宗教などの要素が複雑に入り交じった

バラバラな世界を一つにして、恒久の世界平和を目

指す。これがロータリーの国際奉仕の基幹となる思

想です。その観点から活動を見直せば、現在の国際

奉仕のプログラムの中で最も大切なものは姉妹ク

ラブ締結、趣味別職業別親睦活動（ＲＲＶＦ）、国

際大会参加、外国クラブへの例会参加、であると言

えます。 

来年はシカゴで 100周年の世界大会が行われま
す。それに出席して意義ある国際奉仕活動をしたい

と思っています。 

 さて本日はサンティロ・ローズさんの歓迎例会で

す。青少年交換留学生のプログラムは国際奉仕から

新世代委員会に所属が変わりましたが、今お話しし

たように国際理解につながる大切な活動です。ロー

ズさんが日本びいきになってアメリカに帰り、将来

子供達を自分と同じように日本に留学させたいと

思えるように会員の方の暖かい御援助を宜しくお

願い申し上げます。 

又次週は先程ご紹介ありましたが韓国の留学生

のチャン君の卓話を予定してます。私は個人的にこ

れから 21 世紀にアジアの中でリーダーシップをと
るのは日本だと考えています。その為には国家レベ

ルではなくアジアの一般の人々の日本に対する本当

の気持ちはどうなのか、これを良く聞いて理解して

いく事が重要です。その意味でアジアの中での国際

交流は日本の将来に大きく影響するでしょう。チャ

ン君の卓話に期待したいと思います。 

 先週の土曜日は佐川会員と国際奉仕のセミナーに

出席して参りました。後ほどご報告あると思います。

また先々週の土曜はロータリー財団のセミナーに横

堀会員と出席して参りました。国際親善奨学生のこ

れから出発する人の抱負、又帰国報告の発表には感

動しました。 

 セミナーの後は5時から埼玉グランドホテルに場
所を移して GSEの会に出席しました。埼玉県内の
4人の教員が 1カ月にわたるシンガポール及びマレ
ーシアに英語教育調査研究のため GSEとして行か
れました。そのプレゼンテーションはさすが教員と

思わせる楽しく興味深いものでした。11月に横堀会
員からロータリー財団の卓話としてご発表がある予

定です。きっとロータリー財団のことが皆さんよく

わかるようになると思います。こちらも乞うご期待

です。 

  

 

 

 
来日挨拶    サンティロ・ローズさん 

 

 

交 換 留 学 生 挨 拶

ローズさんご家族 

RC交換留学生の友達 



（ローズさん直筆） 
 

☆ローズさん自己紹介☆ 
 



 

（ローズさん直筆） 
 



帰国報告     関口 彩香さん 

 

 
 

 
 

（※331回会報の帰国挨拶をご覧下さい。） 
 
                                                                                                                    

 
 

幹事 棚澤 正行 

 

1. 熊谷市コミュニティ造り市民協議会より 
秋の５３０運動についてのお願い 

2. 地区より 

秋の清掃活動の実施についての依頼 

3. ロータリー財団より 
地区補助金に関する説明書 

 
 
 
 
 
 
国際奉仕委員会  委員長 佐川 順一 

平成 16年度 2570地区「国際奉仕部門セミナー」 
平成 16年 9月 4日（土）13:00~16:30 
1. 基調説明 

(W.C.Sの概要)    鈴木勲二 部門

委員長 
2. 講話 
 (ロータリアンの奉仕について)－私の経験から－ 
  今泉清詞PG（川越RC） 
2. 実践報告  
「ネパール世界寺子屋運動」ﾋﾞﾃﾞｵ・講話 

さいたまユネスコ協会会長 本多 隆氏 
 

出席 李 一孝 会長 
 佐川 順一 

 
 出 席 報 告 
例会日 9月 8日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
４０ ２３ １６ ０ ５９％ 

 
 
 
 ニ コ ニ コ BOX 

 

間庭崇様（熊谷東 RC） 

 熊谷市射撃協会主催の射撃大会に南 RC様より素

晴しいメタルの御寄贈をいただきありがとうござ

いました。国体開催の年にあたり冠事業に華をそ

えて下さり心より感謝申し上げます。 

李一孝会長 

ローズさん、ようこそ日本へいらっしゃいました。

1年間、楽しくすごして下さい。 

日本語の勉強、頑張って下さい。 

棚澤正行幹事 

Miss Santillo Rose, We are looking forward to 

hearing your speech! 

あやかさん、通訳よろしくおねがいします。 

吉田博三会員 

交換学生サンティロ・ローズさんをよろしくお願

い致します。 

萎沢利行会員 
 サンティロ・ローズさん、日本の生活を楽しんで

実りある学生生活を送れるよう祈念致します。 

澤田將信会員 
 澤田でした。サンティロ・ローズさん一年間がん

ばってください。 

 関口彩香さん元気ですか～。 

 澤田は元気ない。 

棚澤祥美様 

 こんばんは。ローズさん＆あやかさんのお話たの

しみにしています。 

 Have a lot of fun and great stay in Japan. 

幹 事 報 告 

委 員 会 報 告 

ホストファミリー 
 

現地での友達 
 



川野辺繁会員 
 この度は上田知事のガーデンでの講演会 

 9/25 埼玉県中小企業家同友会の主催で行われま

す。丑久保、埼玉、新井はさくら会、私は北部地

区ということで活動しています。 

 チケットをもっておりますのでご協力を、講演だ

け出席も歓迎します。よろしく。 

 

 

 

 

 

 

 熊谷南ロータリークラブ 

クラブ会報委員会 大野英夫・馬場孝・ 
猪俣信雄・埼玉勝・佐川順一・加藤博・ 
下田眞弘・丑久保紀美 
TEL  048-522-6143 
FAX  048-522-6153 
E-mail: ksr@ps.ksky.ne.jp 

http://www.ksky.ne.jp/~ksr/ 


