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2019 ～ 2020 年度クラブ週報　No.6

8 月 7 日例会（通算 2399 回）

　　１．開会点鐘（１２：３０）
　　２「君が代」「クラブソング」
　　３．来客紹介
　　４．会長の時間
　　５．幹事報告
　　６．出席報告
　　７．委員会報告
　　８．ニコニコ箱紹介
　　９．プログラム
　　　　「ソング練習」
　　　　　　ソング委員会　仲上善夫委員長
　　　　　　講師；鷲田　三智先生
　１０．閉会点鐘（１３：３０）
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7 月 31 日（水）例会記録

開 会 点 鐘

「ＲＯＴＡＲＹ」「クラブソング」

ＲＩ第１６２０地区短期留学生　２３名
引率者　Mr.Michel Delree（RC Liege Nord-EstRIID）
　　　　Ms.Hilde Dujardin（RC Liege BiersetRIID）
　　　　Mr.Rik VAN DAMME HENDRIK
姫路カトリック教会退職神父３名
ＲＩ第２６８０地区青少年交換小委員会委員長　白井務子様（姫路東ＲＣ）
２０１８～１９年度青少年交換長期派遣生　田中稔梨さん、安川知里さん
通訳　間瀬様

計　３名　　累計　９名

　RI 第 2610 地区青少年交換留学生の皆様、ようこそいらっしゃいました。日本の夏は、暑く
て驚いていらっしゃることと思います。
　姫路西 RC とベルギーとのつながりについてお話します。1970 年 4 月に網干カトリックセン
ターのベルギー人神父、フランシスコ・セルク神父が入会されました。その関係で交換留学が
始まったと記録に残っています。その後当クラブから RI2610 地区へホストが移り現在に至っ
ています。交換留学の学生の皆様が姫路を訪れ、その日程が我クラブの例会日と一致したのも
何かの縁を感じます。
　私が連想するベルギーとは。一番にビール、次にチョコレートが美味しい。EU の本部がある
ところ。日本と同じように王室がある。サッカーが強い ( 去年のワールドカップ 3 位 )。ベルギ
ーワッフル。フライドポテトを、ケチャップではなくマヨネーズで食べる。などが挙げられます。
　また姫路市は、ベルギーのシャルルロア市と、1965 年 7 月に姉妹都市の提携を結んでいま
す。これは前年 1964 年 1 月に、ボードワン国王ご夫妻が来訪されたのを契機に締結されました。
姫路市とって初の海外姉妹都市が誕生しました。
　このようにベルギーと姫路市も縁が深いと思います。この後、姫路城に行かれる予定がある
そうですが、熱中症にならないよう気を付けて、姫路の町を楽しんでください。

会 長 の 時 間 ……………………………… 備谷信哉会長

来 客 紹 介 ……………………………… 吉田和正会長エレクト

＜銀婚式のお祝い＞

〇銀婚式のお祝い・・・河上直人会員
おめでとうございます。
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  ＜当日欠席会員＞  　
　上野・永川・岡田・片岡・重岡・島田・高吉・辻・德長・永岡・中農・林野・藤橋
　振角・寳角・松田・三木（正）・吉井・吉原　各会員

＜ ７／１７分　メークアップ＞ 　　　 
 　７／　８（姫路南ＲＣ）片岡・前田　両会員　　７／１１（神崎ＲＣ）仲上会員　　
　７／１６（ｅクラブ）岡田・三木（正）　両会員　　７／１８（ｅクラブ）振角会員
　７／１９（ｅクラブ）中村（正）会員　　７／２０（ｅクラブ）本田会員

出 席 報 告 ……………………………… 石田文徳出席委員長

“出席は第一のクラブ奉仕である”
会員数 出席数 当 日

出 席 率
前々週メー
クアップ数

出 席
免除者

前 々 週
欠席者数

前々週修
正出席率

66 39 59.09％ 8 9 10 82.46％

　　　　　　　　　　　　　　　　昨年７月出席率　８２．３５％

ニ コ ニ コ 箱 ……………………………… 赤西弘光ＳＡＡ

・・・  ベルギーからの皆さま、ようこそおいで
下さいました。

赤西・伊賀・石田・岩谷・大谷・河合・岸元
北野・小山・白川・関本（慶）・仲上・中村（正）
西尾・野瀬・萩野・備谷・細野・本田・前田
丸尾・山崎・山田・山水・横田・横山・吉田
鷲尾　各会員

}
三宅会員・・・今日はみなさんよろしくお願いします。
國富会員・・・熱中症にお気をつけください。

河上会員・・・銀婚式自祝。西ＲＣに入会させていただき妻も喜んでおります。

〇姫路市文化国際交流財団より「文化情報姫路８月号」がまいっておりますので回覧します。

〇先日 FAX・メールにてご案内しました９月２５日（水）の「新入会員歓迎家族例会」
　 「第１回家族親睦ゴルフコンぺ」の出欠表を回覧しますのでお返事のまだの方はご記入をお願

いします。

幹 事 報 告 ……………………………… 三宅敬幹事
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プ ロ グ ラ ム ……………………………… 帽田剛史プログラム委員長

「ベルギー短期留学生訪問例会」

Dear Rotarians Friends,
親愛なるロータリー友人の皆様
It's for the Belgian students and me a great pleasure and 
honor to be here to meet you.
ベルギーからの学生にとって、皆さんにお会いできること
は名誉であり喜びです

It has been almost 45 years since the Past Governors Akio 
KITAGAWA, from district 2610, and my father in law, Jean 
WERRY, from district 1630 have initiated the present exchange program.
約 45 年前、2610 地区キタガワアキオ・パストガバナーと、1630 地区で私の義父であるジーン・
ウエリーがこの交換プログラムを始めました。

Before, the story is a little confuse. I think that the first exchange was organized by one of some 
Himeji's Rotary Club and Father MARGOT, Belgian Professor in the catholic school of your city.
（少しややこしいのですが）最初の交換プログラムは、貴市のカトリック学校におられたマル
ゴット神父と姫路市内のロータリークラブによって始まったと思います

For the second exchange, my father in law met in HIMAJI, Misters Kanzo HASEGAWA and 
Kenpachi TAKASHIMA.
二回目の交換では、私の義父が姫路でハセガワカンゾウ様とタカシマケンパチ様にお会いして
います。

After, the exchanges are regularly organized always with your district, but with the Clubs of 
TOYAMA and KANAZAWA. 
その後、このプログラムは富山・金沢のクラブとの交換になりました。

For the story, TOYAMA Club is rotary contact with the Belgian Club LIEGE BIERSET (now named 
LIEGE AIRPORT).
富山ロータリークラブは、ベルギーのリージュ・ビエーセ（現在はリエージュ空港クラブ）と
コンタクトしています。

Till this first period, more than thousand students have participated at this marvellous program.
今期まで、何千人もの学生がこのプログラムに参加しました。

This exchange is organized on a period of three years : Belgian students are coming for visit 
during a week and two weeks into Japanese families: one in Toyama and one in Kanazawa; after, 
they leaves some days in Tokyo.
このプログラムは、３年単位で実施されています。ベルギーからの学生が日本の富山と金沢で
１～２週間滞在し、その後は東京に行きます。

The following year, the Japanese students come in Belgium for the same program (Brussels, 
Antwerp, Bruges, Liege, Spa, Bastogne…)  and a little trip in Europe (Paris, Roma, Firenze, 
Venice, Prague..).
次の年は、日本人学生がベルギーに行き、ブルッセル、アントワープ、ブルージュ、リージュ、
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スパ、バストーン、などの都市、またほかのヨーロッパの都市（パリ、ローマ、フイレンツエ、
ベニス、プラハ）などを訪問します

After there, a year without exchange … because the organizers are very tired !
３年目はお休みします。お互い大変ですから。

In the group of this year, they are several students whose father or mother took part in this 
exchange program ... a long time ago !
今回の学生の中には、父親や母親が過去にこのプログラムに参加した人もいます。

Next year, your students will be visiting our country.
来年、日本からの学生がベルギーに来ます。

You can count on me and all the students of this exchange to do the best to meet their needs 
and to make their stay a very enjoyable and unforgettable one.
間違いなく、今回の学生たちは彼らの滞在が素晴らしい、忘れがたいとなるように努力いたし
ます。

In many countries, it a custom fort he guest to bring flowers to their hosts : in Singapore, it-an 
orchid, in Bangkok a jasmine, in Egypt a lotus.
多くの国で、お客様にお花を贈ります。シンガポールでは欄、バンコクではジャスミン、エジ
プトでは蓮、のように。

 But in Belgium instead of flowers, we offer some chocolates of cookies. 
しかし、ベルギーではチョコやクッキーの花を贈ります。

Today, we have pleasure to bring you Belgian specialities. Please taste it. I hope that you will 
appreciate.
今日、ベルギーのお菓子を持ってきました。どうそご賞味ください。お口に合うとよいのですが。

Thank you for your welcome and … for all.
みなさまの歓迎、ありがとうございました。

I will just wish a long life to our exchange program.
I hope to see you in a next exchange, here of in Belgium. 
このプログラムが長く続くことを祈ります。また、ベルギーでお会いできますように。
Bye.
さようなら

Mr. Michele Delree
ミッシェル・デルリー 

＜白井青少年交換小委員長＞ ＜食事と歓談＞ ＜バナー交換＞
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会報委員会では、皆様により親しんで頂ける会報作りに努力致しております。
趣味や、読まれた本の紹介、雑感、企業情報等ご投稿下さいますようお願い致します。

クラブ会報委員会
　委員長：関本慶次郎　 副委員長：永川太郎・山水　満　委員：片岡和樹・前田　洋

電子メールの方は下記までお送り下さい。
事務局　himeji-west@tiara.ocn.ne.jp

次 週 プ ロ グ ラ ム

君が代

君が代は
千代に八千代に
さざれ石の
巌となりて
苔のむすまで

当 ク ラ ブ
８／１４ 「休会（定款第８条第１節（ｃ））」

８／２１ 「定時総会」「新入会員スピーチ」　　　　　　　河上直人会員

神 崎 Ｒ Ｃ ８／　８ 「各委員会活動計画発表＆会計報告」

姫路中央ＲＣ

姫 路 南 Ｒ Ｃ ８／１２ 「休会」

姫 路 東 Ｒ Ｃ ８／１２ 「休会」

姫 路 Ｒ Ｃ ８／１２ 「休会（定款第８条第１節（ｃ））」

The West to Love

１．夢前の流れ　白鷺の城
　　我らの思いは　奉仕の理想
　　輝け西ロータリー　愛の歯車
　　姫路西ロータリー　共に栄えん！

２．緑も深き　青き峰々に
　　響く蹄

てつ

の音
ね

　銀の馬車道
　　輝け西ロータリー　愛の歯車
　　姫路西ロータリー　共に栄えん！


