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第４１２回 親 睦 例 会  
《姉妹クラブ アッパーヤラＲＣ ロナルド＝オーマン パスト会長ご夫妻をお迎えして》  

ロナルド・シャーリー＝オーマン夫妻の来日日程 

５月１日：来日、吉田・澤田・島﨑会員が成田でお迎え ２日：吉田会員と秩父観光、夕方歓迎夕食会 ３日：

東京見物（大嶽部屋、隅田川下り等職場訪問に同行）４日：李会員と鰻・鯰・ドジョウ料理試食、フラワーパー

クで花を観賞 ５日：吉田・棚澤会員と剣道大会見学 ６日：澤田・島崎会員と盆栽村、川越蔵の町観光 ７日：

飯塚会長と高崎方面観光 ８日：遠藤・吉田会員と館林・太田方面観光 ９日：山口会員・飯塚会長と日光見学   

１０日：商工会議所訪問会頭と面談、夜ロータリー親睦例会出席 １１日：市長と面談、お別れ晩餐会 １２日：

横堀・遠藤・小野寺会員成田へお見送り 同午後８時20分 機上 帰国 

本日のメインゲスト：オーマン夫妻 

 
 長時間フライト、慣れない外国、高齢にもかかわらず連日休む

こともなく１2日間に及ぶハードスケジュールの熊谷訪問を終え 
ロナルド・オーマン元会長は最後に熊谷南ＲＣとアッパー・ヤラ

ＲＣの末永い交流と日豪の友好を訴えて皆様に感謝の言葉を伝

えました。熊谷滞在中、公私ともご多忙のところ、夫妻のホスト

をしてくださった会員・ご家族の皆様、交換留学生の関口彩香さ

ん大変ありがとうございました。皆さん、これがロータリークラ

ブです。 
 

Ｎｏ．４０ 

 

本日のプログラム  ５月１７日（水） 
バズセッション総集編 
「これでいいのか 今のロータリー！」 





 
 

会長  飯塚 幸一 
 
皆さん今晩は、本日の例会は記念すべき親睦例会と

成りました。姉妹クラブのオーストラリア・アッパ

ーヤラロータリークラブ、ロンパスト会長夫妻が来

訪され前回の移動例会「大嶽部屋」訪問につづき今

日の親睦例会に出席して頂きました。ロンパスト会

長御夫妻ようこそ熊谷南ロータリークラブへ、歓迎

申し上げます。 
当クラブはアッパーヤラロータリークラブ・ミンス

クロータリークラブ、二つの姉妹クラブが御座いま

すが、こちらから訪問するばかりで、姉妹クラブか

らの訪問は在りませんでしたが、今回ロンパスト会

長の訪問は当クラブとして始めての経験に成りまし

た。 
私の年度は１０周年山口年度の準備の年で、どちら

かと言うと陰に隠れてしまう年度と考えていました

が、後二ヶ月で終わるこの時期に急遽来訪して頂き

記念に残る年度に成ったと感謝しております。当ク

ラブとアッパーヤラロータリークラブの益々の交友

が深められますよう今日出席のメンバーの皆様ロン

パスト会長との親交を多いに深めて頂きたいと思い

ます。１２日に帰国されますので本日は歓送会を兼

ねた親睦例会と成っています。時間の方も長くなり

ますので続いて会長報告に移ります。 
本日当ホテルの３階にて５時３０分より山口年度と

の合同例会が開催されました。 
５月・６月のプログラムが澤田委員長より上程され

承認されています。 
職業奉仕委員会より木村委員長から「大嶽部屋」へ

の移動例会の報告が有り承認されました。以上で報

告を終わります。 
                                                       

 
 

幹事 島崎 次弘 

 
１． 地区事務所より 

＊ 「友」インターネット速報№２３２ 
２． 地区職業奉仕部門委員長より 

＊ 「青少年の社会体験・奉仕活動等の推進に

係わる協力説明会」の開催のご案内 ５月

１６日(火)ＰＭ３：００～５：００ 

  会場「東松山市民文化センター」 

＊妻沼高校「フレッシュ高校生社会体験プログ

ラム」事業への協力要請 

３． 地区新世代部門委員長より 

＊ 国際ロータリー第２５７０地区論文発表

大会開催のお知らせ ５月１３日(土)Ｐ

Ｍ２：００～４：３０ 

会場 東松山市紫雲閣 

４． 米山記念奨学会より 

＊ ハイライトよねやま７４．３月の寄付金傾

向他３月分の資料一式 

５． さいたまユネスコ協会より 

＊ ネパール奨学里親募集のご案内 

６． 熊谷ＲＣより 

＊ メールアドレスの変更のご案内 

７． 熊谷東ＲＣより 

＊ ６月３日(土)に開催される「第２６回熊谷

青少年剣道大会」のご案内 

８． 熊谷市国際交流協会より 

＊ 平成 18 年度役員会、総会、懇親会の開催

のご案内 

5月17日(水)ＰＭ６：００より 会場ホテ

ルサンルート熊谷 

 

            以上が届いております。 
 
 
 
                              吉田 博三 会員 
 
≪オーストラリア アッパーヤラRC≫ 

ロン・オーマン パスト会長ご夫妻プロフィール 
 
ロン・オーマン  ＲＯＮ＝ＡＵＬＭＡＮ  
 オーストラリア・ビクトリア州 
            アッパーヤラＲＣ・パスト会長 

シャリー夫人   ＳＨＩＲＬＥＹ＝ＡＵＬＭＡＮ 
 
職業 …… 果樹園経営 りんご レモン ぶどう      

等 
 ロン・オーマンさんは、アッパーヤラＲＣの会長

を２回歴任されたパスト会長であります。 我、熊

谷南ＲＣが５周年記念の事業として、姉妹クラブを

締結した時のアッパーヤラＲＣの会長でありました。 

私共にとっては、大変ご縁の深い方でありオースト

ラリアを訪問した際には、いつも親切に心のこもっ

たホストをして頂きました。 又、シャリー夫人は

大きなコンテストでも優勝しているほどの花作りの

名人です。 
当クラブからはこれまで都合４回アッパーヤラを

訪問しております。アッパーヤラＲＣからはアッパ

ーヤラのメンバーとしては今回のロン夫妻が初めて

のご来日となりますので、私たちも皆さんと協力し

て心のこもったお世話をしたいと毎日がんばってお

ります。 
 
 
 

 出 席 報 告 
例会日 ５月１０日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
３９ ２２ １２ ５ ６９％ 

会 長 挨 拶 

幹 事 報 告 

委 員 会 報 告 

ロン・オーマンパスト会長をお迎えして 



お客様：アッパヤラRC ロン・オーマンご夫妻 
関口彩香様、関口まさえ様、 
飯塚会長令夫人、横堀会員令夫人、吉田会員令夫人、

澤田会員令夫人、棚澤会員令夫人 
 

 ニ コ ニ コ BOX 

 

飯塚幸一会長 
 ミスター「ロン」・ミセス「シェリー」熊谷南ロー

タリークラブへようこそ！歓迎申し上げます。あ

と２日ですが、楽しい日本の思い出を作って頂き

たいと思います。 
島﨑次弘幹事 
 ロンさん、シャリーさん日本へようこそ！わが熊

谷南ロータリークラブへようこそ！お二人の旅が

すばらしい思い出になりますようお祈りいたしま

す。お手伝いしてくれたホストの皆様お忙しい中

有難うございました。本当にご苦労様でした。 
吉田博三会員 
 ロン・オーマンさんご夫妻よく日本へ来てくれま

した。大歓迎です。これを機に益々姉妹クラブの

絆が強まる事と思います。当クラブの皆様には大

変親切にしていただきオーマンご夫妻も喜んでお

ります。友情に感謝いたします。 
山口茂会員 
 ロン・オーマンパスト会長、奥様のシャリー・オ

ーマン様、昨日は長時間かけて、日光観光はいか

がでしたか。ガスがかかって、寒くて、昼食も遅

くなって、申し訳ありませんでした。飯塚会長に

は往復、運転頂き、ありがとうございました。榎

本先生、先日は、シャリー奥様に特別の御奉仕頂

き、大変ありがとうございました。先生の好意で

無事に日光より帰る事が出来ました。 
棚澤正行会員 
 ミスターロナルドオーマンさん、ミセスシャリー

オーマンさん、ウェルカムトゥークマガヤサウス

ＲＣ、先日は家内が色々お世話になりました。本

日は楽しんでいって下さい。彩香さん、この度は

何かと南クラブがお世話になりありがとうござい

ました。 
田島武会員 
 アッパーヤラＲＣパスト会長、ロナルド・オーマ

ンさん、奥様、シャリー・オーマンさん、関口彩

香さん、ご両親様、会員令夫人様、ようこそお越

し下さいました。ごゆっくりお楽しみ下さい。 
大野英夫会員 
 ロンパスト会長御夫妻様、ようこそ南ロータリー

へ。先日の東京見物お疲れ様でした。今後共南ロ

ータリークラブ、よろしくお願いします。オオノ 
富山弘文会員 
 ロンパスト会長ご夫妻ようこそ南ロータリーへ。

ホテルライフはいかがでしょうか。残り３日、日

本をエンジョイして下さい。 
 

馬場孝会員 
 ロンパスト会長、ようこそ熊谷南ＲＣへ。歓迎申

し上げます。関口彩香さん、久し振りです。オー

ストラリアの香りと共に、例会を楽しんで行って

下さい。 
佐川順一会員 
 ロンさん、シャーリーさん、今晩は。本日、総会

前理事会出席のため、どうしてもロータリー出ら

れません。日本滞在はいかがでしたか？シャーリ

ーさん体調はどうですか？関口さん、大変ご協力

ありがとう。 
遠藤信行会員 
 アッパーヤラＲＣパスト会長夫妻ようこそ熊谷南

ＲＣへ。来訪ありがとうございます。アッパーヤ

ラＲＣへ行った時は大変お世話になりました。 
橋本代吉会員 
 ロン・パスト会長ご夫妻ようこそ熊谷南ロータリ

ークラブへ。 
 万平公園での桜祭りも盛大に終わりました。南ロ

ータリークラブ後援ありがとうございました。友

情に感謝します。 
松本幸久会員 
 ５月３日の職場見学の際は、私の母と、義母が大

変お世話になり、ありがとうございました。２人

ともとても喜んでいました。また５月３日は結婚

記念日をすっかり忘れて妻とけんかになりました。 
井上哲孝会員 
 Ｍｒ．ａｎｄ Ｍｒｓオーマン、ようこそ日本へ。

そして熊谷南ロータリークラブへ。本日、親睦例

会です。ゆっくり楽しんでいって下さい。 
渡邊藤男会員 
 アッパーヤラＲＣ、ロンパスト会長ようこそ南Ｒ

Ｃへ。 
岡本庄一郎会員 
 ロンパスト会長御夫妻、熊谷はいかがでしたか？

ぜひとも又来てください。Ｓｅｅ  
ｙｏｕ ａｇａｉｎ． 

澤田將信会員 
 花屋の澤田です。ロン・オーマンさんご夫妻、よ

うこそ日本国、熊谷南ロータリークラブへ。心か

ら歓迎致します。会長、幹事、会員の皆さん、ロ

ータリーの友情に感謝いたします。 
［会員誕生］ 
飯塚幸一会長 
 オーストラリアから、わざわざ私の誕生祝に来て

頂きありがとう御座います。５０を越えた時から

年を取る事にしましたので今年４５才になります。 
 

 
熊谷南ロータリークラブ 

クラブ会報委員会 佐川順一・大野英夫・馬場孝 
TEL  048-522-6143 FAX  048-522-6153 
E-mail: ksr@ps.ksky.ne.jp 

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


