
 
 

   
 

   

  
 

 

本日のプログラム 次回例会のご案内 

第 2589 回 2022 年 8 月 9 日（火） 

『プログラム卓話』 

 新会員卓話 

   丸山 千恵さん ・ 栗山 浩幸君 

 

第 2590 回 2022 年 8 月 20 日（土） 

『納涼例会』 

 京都・貴船 ひろや（川床料理） 

集合 7：50  ・ 出発 8：00 

岐阜羽島バスタクシー駐車場  

 

事務所：〒501-6255 羽島市福寿町浅平 3-106 TEL（058）392-2888 FAX（058）391-2266 

例会日：毎週火曜日 12:30～13:30  例会場：西松亭  E-mail：hashima@ccn.aitai.ne.jp 
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第2588回 2022年 8月2日（火） 

『クラブフォーラム』青少年奉仕 

 青少年交換留学生について 

青少年奉仕委員会 虫賀 大輔 委員長 
  

 

会長 岩田 勝美 

今月13日に交換留学生としてオハイ

オ州に出発する西松出造君に来ていた

だいています。後程ご挨拶頂きます。今

日の出席表彰では35年間皆出席の表彰

を頂けると思います。この 35 年間一番心がけてきた事

は、「ロータリアンだから恥ずかしい事をしてはいけない」

という事です。何度も業績の悪い時がありましたが、い

つもこの事だけ心がけてきました。お陰様でお客様にも

仕入れ先にも従業員にも後継者にも恵まれ職業奉仕を続

けることが出来、最終的に納税と言う形で社会奉仕も出

来ていると思っています。 

8 月 5 日で満７０歳になるのを機に、先月末代表取締

役社長を辞任し、今月からは会長になりました。今週末

の岐阜新聞サタデーコラムにこの事を詳しく書きました

が、会社では今まで通り後進の教育・指導をしながら大

好きな発明をして、今まで通り職業奉仕を続けていくつ

もりです。 

 前回の例会時、納涼家族例会についてコロナの情勢を

見ながらとお話ししましたが、西松親睦委員長、青木親

睦副委員長と協議し、当日朝、参加者全員に抗原検査を

してもらい安全を確認して決行することしました。取り

やめることは簡単ですが、三年越しに万全を期して楽し

い親睦会にしたいと思います。 

7月30日、岐阜AグループのIM・合同例会にオンライ

ンで参加しました。2002年創設されたロータリー平和セ

ンター広報アンバサダーの山崎敬生
ゆ き お

様（市川RC）による

ロータリー平和センターの紹介でしたが、知っているが

3.5％、聞いた事があるが 18％、知らないが 78％だそう

で、実は私も初めて聞きました。1985年に開始したポリ

オプラスは数値が出るので周知されていますが、20年間

で1,500人の平和従事者を大学院までの費用を負担する

R 財団の事業だそうです。オンライン参加者には後程資

料が郵送されるので、何かの機会に紹介したいと思いま

す。 

さて、今日は虫賀青少年奉仕委員長による「青少年交

換留学生について」のクラブフォーラムです。インター

前回例会の記 録 

会 長 の 時 間  



 

 

四つのテストの唱和 

天野職業奉仕委員 

アクト提唱クラブとしても活躍を期待しています。 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

             

 

 
松田和彦パスト会長 

 
青少年奉仕委員長 虫賀 大輔 

「青少年交換学生について」 

青少年交換計画の概要 

・ホストロータリークラブ 

（受け入れクラブ）の任務 

・交換学生の義務 

・ホスト家庭について 

 受け入れ（ホストクラブ／ホストファミリー） 

 ・ホストクラブの心がまえ 

 ・受け入れる前に 

 ・受け入れに際して 

 ・受け入れてから 

 ※詳細は、配布の資料をご覧ください。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

2023-24年度 青少年交換学生 

西松 出造君 

皆さんこんにちは！ 

西松永根の息子の西松出造です。 

いつも父と母がお世話になりありがと

うございます。 

 私は岐阜聖徳学園高等学校の 2年生です。野球部に所

属していました。僕の趣味はスケボーやバスケをするこ

とです。 

 この度は交換学生としてアメリカに派遣していただき

ありがとうございます。 

 一年間、羽島ロータリークラブの青少年交換委員長を

はじめ多く羽島ロータリークラブの方々に、お世話にな

りました。本当にありがとうございます。 

 ビザが予定通り発給されれば 8 月 13 日に渡米させて

いただきます。 

 私が渡米する地域は、アメリカの中西部のオハイオ州

ウースターと言う町です。クリーブランドの南南西、約

90キロに位置します。人口は約 2万 6000人の農業中心

の小さな町です。ウースターの気候は四季がはっきりし

ており、特に冬の寒さがきびしく、もっとも暑い 7月の

平均気温は 22℃で最高気温は 28℃です。冬の平均気温

は氷点下 3℃、最低気温は氷点下 7℃。日本で言う北海道

くらいの気温になります。 

 僕がこのプロジェクトに応募した理由は、小さい頃か

らスケボーや NBAや英語についてすごく興味があり、ネ

イティブの英語に触れてみたいという思いが強くあった

からです。 

 ロータリークラブの活動で、ローテックスさんとの白

馬研修、座禅研修 、陶芸研修、毎月英語でのプレゼンテ

ーションなどをしてきました。英語でのプレゼンテーシ

お 祝 い 行 事  

乾 杯 

 

クラブフォーラム   

 

古希御祝 
 

三十五年間皆出席 

岩田 勝美君 

▶二年間皆出席 

平松 暁仁君 

 

◀三十三年間皆出席 

山下 正弘君 

 

会員誕生 

佐藤 裕昭君 

青木まき子さん 



 

 

ョンで岐阜県や、羽島市、日本の文化を調べていくうち

に、その素晴らしさを再認識しました。それをアメリカ

で1人でも多くのかたにつたえ、日本に興味をもっても

らいたいです。そして、僕も語学はもちろんの事、アメ

リカの文化やライフスタイルを体験していきたいです。

そしてこの体験を将来にいかすために、何事も積極的に

行動していきます。 

 改めて皆さん、1 年間サポートして頂きありがとうご

ざいました。今後ともご迷惑をおかけすることと思いま

すがよろしくお願いします。今日は貴重なお時間頂きあ

りがとうございました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

受け入れ交換学生紹介 

スポンサークラブ 

国際ロータリー第 6650地区  

Jackson Township Rotary Club （ジャクソンタウンシップＲＣ） 

青少年交換学生 

Audrey Grace ESPINOSA 

(オードリー・グレース・エスピノサ) 

受入高等学校  

 岐阜県立羽島高等学校 

第１ホストファミリー 

 西松 永根会員 
 

 
青少年奉仕委員会 

 
７月３１日（日）インターアクト年次大会に出席 

 於：大垣フォーラムホテル 9時 20分～ 

 出席者：虫賀青少年奉仕委員長・杉山委員 

     荒木地区青少年委員会委員 

出席委員会 

・本日の出席率  
出席規定会員数 ３５名中 ３１名 ８８．５７％ 

・７月１９日の補填出席率  
出席規定会員数 ３４名中 ２６名 ７６．４７％ 

ニコニコＢＯＸ委員会 
◎ニコニコＢＯＸ 

◆加藤 隆康君  佐溝 勝樹君  加藤 宗雄君  

安藤 賢治君  西松 永根君  木寺 祐樹君  

梁 麗娜さん  辻井  晃君  虫賀 大輔君  

久米  勉君  栗山 浩幸君  杉山 大地君  

青木まき子さん 松田 和彦君  栗山 和洋君  

丸山 千恵さん 野中  学君  天野 洋和君  

森  輝廣君  川﨑 正一君  佐藤 裕昭君  

荒木 義男君  山下 正弘君  平松 暁仁君  

堀  雅利君  加藤 大輔君  立川  靖君   

小椋由美子さん 

第2588回「クラブフォーラム」青少年交換留学生に

ついて、虫賀委員長より卓話をいただきます。 

交換学生の西松出造さんもご来場いただきました。 

◆岩田 勝美君 

 社長を岩田真太郎にゆずり、今月から会長になりまし

た。古希のお祝いありがとうございます。 

◆西松 永根君 

 この度、国際青少年交換プロジェクトにて、私の次男

出造がアメリカ中西部にありますオハイオ州第 6650

地区ウースターロータリークラブに派遣されます。皆

様にはいろいろご迷惑をおかけするかと思いますが、

よろしくお願いします。 

◆仕合せ貯金 

 佐溝 勝樹君  青木まき子さん 森  輝廣君 

堀  雅利君  辻井  晃君  久米  勉君 
 

 

委 員 会 報 告 

 

●本日例会後、第２回理事役員会を開催。 

●次回例会は８月９日（日）『プログラム卓話』 

 新会員卓話 丸山 千恵さん 栗山 浩幸君 

●回覧内容 

 ①羽島市役所新庁舎議場壁装飾  

銘板取り付け完了報告 

  美濃縞伝承会よりお礼状 

幹 事 報 告（第２５８８回） 

 



 

 

 

本日の例会の食事 


