
 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

◆ お客様  元交換留学生  カイリーさんご一家 
      青少年交換留学生 マグナス・トレンカー君 
      篠宮明子様   長谷部芳枝様 

◆ 会長あいさつ          森  勇一会長 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５月２８日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、今日はカイリーさんご一家が

お越しいただきありがとうございます。出席率が悪く

悩んでいたところでした。やはりスターがお見えにな

るとよいですね！ありがとうございます。花が咲いて

いるようでこの部屋の空気も良い感じです。本当に

ありがとうございます。 

 来年 2020 年オリンピックそしてパラリンピックが日

本で開催されます。ご存知ですよね！その観戦チケ

ットが本日の 11 時 59 分で締め切りになります。先

ほど、私もどれくらいかなとアクセスしたらなかなか

繋がらなくて、今は面白いですね、アクセスすると、

「今あなたは○○万〇〇番目で待っています。時間

では 15 分くらいお待ちください」と、だいたい 3 万人

で、15分くらいでアクセスできる。あっという間にアク

セスできました。 

 吉本新喜劇の坂田利夫さんがオリンピックのチケ

ットをどうしてもとりたいのだけど、インターネットで

予約するやり方がどうしてもできないので諦めたと

ネット記事に載っていました。あれくらいのお年の方

で、ネットに ID など登録してネットでチケットを買うこ

とができないのか？そういうものなのか？誰かに 
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とってもらえばよいのにと思ったのですが、みなさん

は如何でしょうか！ 

ここにご来場していただいているお客様・会員の方

は、この後のオリンピック、日本での開催はないの

ではと思います。あったら凄いと思いますが、わか

りません。今日 11時 59分までですので、例会が終

わった後で、オリンピックもう見ることはできないと

思ったら応募してみて下さい。私は柔道で武道館を

申し込みしました。まだとれるかはわかりません。

抽選です。早い遅いは関係ないとのことです。抽選

の権利は平等にあります。 

 私はチケットを 2 枚、柔道で申し込みしたのです

が、１枚 16,000 円です。外れてしまうかもと思い、1

週間後の柔道に申し込みしました。両方当たれば

64,000円です。両方あたった場合はどうしよう、2週

連続で柔道を見てもしょうがない！申し込みされた

方は 100％チケットを買うのかな～、3・4つも当たっ

てしまうと金額は大変です。多分キャンセルは出る

のではとも思いました。 

 今日は川崎で痛ましい事件がありました。そして

午後には埼玉でもあったようで、埼玉の犯人は警

官に即撃たれたと、今日は色々なことがありました

が、例会では楽しく過ごしていただければと思いま

す。宜しくお願い致します。ありがとうございました。 

＊＊本日のプログラム ＊＊ 

開会点鐘         幹事報告 
君が代斉唱        委員会報告 
ロータリーソング    ＳＡＡ報告 
四つのテスト          出席報告 
お客様紹介         閉会点鐘 
会長挨拶          

   誕生祝・結婚祝 スピーチ 
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 今日この機会に、「My rotary」の登録をしていただければと思います。皆様のお手元に「My rotary」登録について

が、あると思います。今日スマートホンなどの通信ができるものをお持ちでない方は、進められないのですが、 

皆様ロータリーの IDは、書かれていると思います。 

検索エンジン、Yahoo・Googlなど何でもよいので「マイロータリー」と入れて下さい。その画面から進めていけます。 

My Rotary登録手順 
１．RI会員番号[ID]を用意 

２．My Rotaryにアクセス（検索する） 

３．My Rotaryへようこそ  

４． アカウント登録 クリック 

＊半角アルファベットで名前を入力 

＊メールアドレス入力 

＊『はい』にチェックを入れる 

＊『続ける』を押す 

５．ページ移動 

    ＊『I am a club member』にチェック 

    ＊アルファベットでクラブ名を入力 

（▼選択もできる） 

    ＊会員番号[ID]を入れ、『続ける』を押す 

６．登録したメールを確認（RIから届く） 

７．メール内の「アカウントを有効にする」クリック 

＊My Rotary の画面に移動する 

＊パスワード入力 

半角英数 8文字以上  

必ず大文字・小文字・数字を混ぜる 

    ＊秘密の質問  答えを入れる 

（日本語で大丈夫） 

 

 

 ≪ 記入例 ≫  

 名前  森  勇 一      ID  〇〇〇〇〇   

 Mail  〇〇〇〇＠docoko.ne.jp            

 パスワード  Soka2770                 

 秘密の質問  あなたが生まれた町の名前     

 答え       そうかし                 

 

≪登録された方へ≫ 

登録が済みましたら、右記記入例のよう

にご記入し、事務局に提出いただけまし

たら、下記のようなカードにしてお渡しい

たします。 

現在１２名の方が登録して下さいました。

まだの方はお早めにお願いいたします。 

 

 

登録はメールアドレスとパスワ

ードなどが揃っていれば難しく

ありません。 

皆さんチャレンジして下さい 

わからない方は声をかけて下

さい(*^-^*) 

        事務局 荻田 

秘密の質問は、色々

あります。覚えやすい

ものを選んで下さい。 

答えはそれに合わせ

てお答えください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）健康状態  健康 

２）通学・勉学状況 

今月はユーロツアーのため学校には 2週間ほどしか行かなかった。ツアーでは基本英語で会話をするので、ド

イツ語能力が低下した気がする。先月受けたドイツ語の検定は合格していた。日本で次のレベルの検定に合

格できるよう残りわずかだが気を抜かず引き続き頑張りたい。学校のイタリア語のテストは 80％だった。 

３）家庭生活に関して 

最後のホストチェンジをした。ホストファミリーは、父、母と同い年のホストシスターがいる。家事も積極的に手

伝うようにしている。ホストママとはクラッカーを焼いたり、座禅体験をしたりした。セカンドホストファミリーはか

なり特殊だったが今回のファミリーは良い意味で普通そうだ。長くは滞在できないので、なるべくたくさんの時

間を共有できるようにしたい。 

４）見学・旅行・ロータリーの行事参加など 

派遣候補生のころから楽しみであったユーロツアーに参加した。オーストリア、クロアチア、ボツニアからの約

60人の学生と 19日間のツアーだった。ドイツ、ベルギー、フランス、モナコ、イタリアの 5か国を旅行した。エッ

フェル塔は階段で登った。5 月にもかかわらず、とても寒く、雨が降っていたので途中で泣きそうになった。イタ

リアのパスタは想像通りにおいしかった。想像以上に楽しんだ。個人的にはイタリアが一番好きだった。いつか

また訪れたい。 

５）その他全般 

ユーロツアーにホストファミリーチェンジと先月に引き続き忙しかった 

がとても充実していた。 

第一ホストファミリーと料理をしたり、映画館に行ったりした。 

ボヘミアンラプソディーをドイツ語で見た。 

大体が理解出来てとても面白かった。月報を書く機会も来月分の 

あと一回と考えると、時間の流れの速さを感じる。6月分の月報が 

私の最後の月報となるので、超大作が書けるように来月も充実 

させたい。またこちらでのやり残しが無いように努力したい。 

 

 

 みなさんこんばんは、今日はちょっと遅かったですね、すみません！ 

今日朝に体育祭の練習しました。そして 7 時間目も体育ありましたから 

寝てしまいました。 

明日の朝も練習あります。そして木曜日もです。今週は結構大変です。 

金曜日に体育祭あります。頑張ります。ちょっと難しい！ 

スウェーデン知っていますか？あと騎馬戦、あれはむずかしい、僕の友達は、 

上だから、太ってはないけど、筋肉はいっぱいあるから、70キロ、やばい・やばい！ 

楽しいと思います。 

あと 1か月日本にいますから、早いですね！エックスチェンジ寂しいけど、 

来年も日本に来るありがとうございました。 

               

５月２８日(火) 平城苑にて  

加藤修三会員 
財団 マルチプル・ポールハリスフェロー ３回 

米山 米山功労者(マルチプル) ４回 

 

 



 

 

 

 

 

５月２８日 ニコニコＢＯＸ 

金額 17,000 円 累計 699,000 円 

５月２８日  出 席 報 告 

会員総数 43 出席 18 

出席免除  6 ＭＵ  3 

出席適用 37 出席率 56.76 

今後のプログラム 
6/11  親睦旅行に振替 （9・10日）  箱根 

6/18  クラブ協議会          中高公民館 

6/25  最終例会            埼玉屋旅館 

森  勇一会長 今日は二人姉妹の下の子の誕生日、23才となりました。この 3月に大学を卒業して、 
今羽田空港ＡＮＡ国際線のカウンターで働いております。皆様ご利用の際は、是非名札を見
て声をかけてあげてください。 

二階堂祐司幹事 1年前に「マイロータリー」の登録を試みて失敗してから今日まできてしまいました。 
        カイリーさんとそのご家族、ようこそいらっしゃいました。 
会田小弥太会員 カイリー（ファミリー）草加へようこそ、今日は例会で会うのを楽しみに来ました。 
        昔を思い出します。 
牛山 信康会員 カイリーさんようこそいらっしゃいました。次週の例会は国際大会出席のため欠席します。 
岡田 明久会員 久しぶりです。出席率を上げるよう努力します。 
加藤 修三会員 大変ご無沙汰しております。申し訳ありません 
川井 大輔会員 カイリー様ご家族ようこそ、「Ｍｙrotary」登録先週完了しました。 
勝浦 雅和会員 今日は仕事関係の実技講習会の講師をしていたので体力の限界です。 

すみません、ニコニコだけして帰ります。 
佐々木一男会員 カイリーサン御一家いらっしゃいませ、久しぶりです。 
篠宮 時雄会員 カイリーようこそ、子どもさん大きくなったね！ 
関   洋会員 日曜日、5月 26日山中湖マラソン参加しました。半分以上は、Walking（歩き）で今日になっ

て筋肉痛が出ています。 
田中 和郎会員 カイリー家ようこそ日本へ！ 今日川崎で悲惨な事件がありました。 

この地区は学童の“みまもりたい”が少しは抑制力になっていればと思います 
長谷部健一会員 カイリー・アンソニーご夫妻、ご家族ようこそお越しくださいました。 
        イッツ ロングタイム ノーミーです。 
渡辺美和子会員 カイリーさんようこそ 

来栖 勝幸会員 マイロータリーの登録できてよかったです。 
 

 

 みなさん、こんばんは、お久しぶりですね！ 

私たちは 5月 22日について、6月 4日に帰ります。今回は、加藤家でお兄ちゃんが赤ちゃんが生まれて、会い

に来て、私とアンソニーの結婚記念日、10年経ちます。私の留学の時は 16年前、びっくりしました。 

10○○才に来て、来年で年齢はダブルです。今回は、お兄ちゃんの赤ちゃんに会いに来て、草加南高校の同

級生で、娘が生まれましたから会いに来ました。 

今日は浦和まで行ってきて、私が留学の時の日本語教室の先生、 

2人、今日が星野先生に会いに浦和まで行って、明日は北村先生に 

会いに行く！そして、大塚先生に会ってびっくりしました。 

例会に来るとは言っていましたが・・・ 

あとの予定は、今週の金曜日にアンソニーのお姉さんが 

東京にいるので会いに行きます。 

ジャックは今年の 9 月で 5歳になります。 

ヘンリーは 7月 3日で 2歳になる。（3 番目は？）もういいです。 

2人で！ありがとうございました。 

 

 

皆さんこんばんは、幹事報告をさせていただきます。 

昨日、「IM記念ゴルフ」に、森会長・長谷部さん・田中さ

ん・横山さん・私の 5人で行って来ました。暑い中でした

けど、楽しく回らせていただきました。 

長谷部さんがドラコン・横山さんがニアピン 2つ、田中 

さんは、とび賞、なんと森会長は 5位になりました。素晴

らしい、松原大活躍で、私は何もかすりませんでした。 

本当に暑かったのですが、皆さん熱中症にもならず楽し

いゴルフができました。参加人数が少なかったのは残

念でしたが、また次回は旅行があります。その時にゴル

フもあります。皆さん参加していただきたいと思います。 

 今日は、例会終了後、カイリーさんの歓迎会を平城苑

で行います。お時間のある方はぜひご参加ください。宜

しくお願い致します。 


