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伊豫田幹事報告

1 .次I111例会はガバナーhli",i"|ﾊlです。全会典のごlll

職をお願い致します。尚、 l l lif3()分より懇談会|ﾀ11公

終l'後はクラブ|"縦会を|ﾙ|催致しますので、 l11,11の

〃はクラブIil･IIIIi,'ﾄをご持参ドさい。

III! fli役員の〃はクラブ協I瀧会終I'後、 j:1ll'lﾄ役興会

を|ﾙl雌致しますので、そのままお残りドさい。

2． ガバナー11傭が来ておりますので、お州りにお持

ちドさい,－

3~ 名IIi屋地|><ロータリーⅢ鵬人公が8/27( 1_1) 1()IIキー

17時まで| 1;ll簾ホテルにて|＃i催されます。参"llご希蛸

の〃は'|ﾄｲ粥ﾙjまでお知らせドさい。
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198'1年～85flも会長

1995年～96イト地区ガバナー紘人ﾈﾙ雌

（エイド）
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青少年交換学生日比野修子さん帰国挨拶

7月1() 11にアメリカのアリゾナ州、 ダグラスから

州って来ました。皆さんの樵人なお兇送りを受けて期

緋と馴晩心にIIWWi!らせながら| |木をウ:った年前の

夏、 「イト|&1噸帳って来ます｣と僻ったあの時のことが

鮴Iﾘlに思い出されます“アメリカでの．年|H1はあっと

いう|H1で今、 またここに立ち新鮮な女(持ちと少しの緊

帳感そしてやり遂げたゾという達成感のすがすがしさ

に私はll"-杯でいます。

)'&|1;lの地に| Iをキラキラ肺かせ、兇るもの全てl吸収

しようと前進あるのみでﾉ蝋惟ってきました。初めて

采った飛1j機の' | 'で、これから待ちうける制学生活に

卿蒋のllmのil.ji!‘りをおぼえ、新,',i!!のl l iid'1ﾘﾐに'I'i: IZ;¥l 1

標のようなものを何llfl冊lもil；き続けました．
ルメキ

〃將港からホストファミリーの家までの約311jilll1、 !|j:

の'|'で何か,講さなくてはと努力しましたが、時鑛ボケ

からの''1i随には勝てず、いつしかうとうと|眠ってしま

いダグラスにｲ!fいた時には夜II!の12時をII IIっていまし

た． ；|盤ぼけ眼で、ふっと外をのぞいた時あまりの美し

さに|眠けがふっとんでしまいました。36()度全くl'11も

ない広人な地の''1人きな大きな典っ11,!な空に、強い光

を放ちまたたく柵犬の)I!々がふわっと私に降りかかっ

てくるように兇えたからです。これは・ﾉk忘れない感

肋の--僻でした。

ダグラスはIII々にl)llまれ沢1 1 1の動物とサボテンのあ

るili2媒した砂漢飢候のllll.です。そこにliiむ人々は、如

雌のせいかカラッとしていて広大な｜:地のような火き
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会典 71(63)名 川 Iﾙリ 42"

IMif卒 66.67%

liii"1'.il 7Hl l l l (修II三出l'iﾘ率) 10()%
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な心を持った人たちばかりでした。

学校が始まり、友達がどんどんでき始めたころか

ら生活がうんと楽しくなりました。部活動にも彼械

的に参加し、特に水泳、陸|部では体力Imのみなら

ず粘神1mでも、随分鍛えられたと思います授業や、

友達とのいこいの時間に師l l学校へ1rくことが楽し

みで、 ，11fしいこと嫌なこともあったかもしれません

が､はっきり思い出せないし鉱にもとめなかったの

は、やはりいつも励ましてくれた心の友たちのおか

げでしょう。そしてもうつ、私を粥に支え兇守っ

ていてくれたのはホス|､ファミリーで、温かく接し

てくれ、 ここが私のI1;場所なんだと感じさせてくれ

ました。私達のお互いに'1~;噸する気待ちがさらに人

間関係を深め、いつしか偽りのない家族愛が'kまれ

ました。私には業III'iらしい友達とホスI､ファミリー

がいたということが-fNﾊ1噸張れ続けたIII!I I Iです。

・ｲ|を終えて、私は体とl,ilじょうに心もまるく大

きくなった女(がします。それはアリゾナの広大さの

おかげ、物覗を|‘|分でl'i柾持って'|'!(! inに助けるよう

になったのは親)Cを離れて ~人で〃1帳ったおかげ、

そして〃伽的で|ﾘlるくどんとかまえることができる

ようになったのは現地の人たちの気Wrに触れたおか

げではないかと思います。 ’ '水では気づきにくかっ

た|'|分ILI身のこと、家族の大切さ、そしてIMIIilの大

切さを改めて思いI111:すことができ、 ・年間の体験が

全て私のプラスになり火きく成艮できたことをこれ

からのバネにし、 また ・から新鮮な気持ちを忘れず

成長して行きたいと思います。そしてこれを私の人

ﾉ|弓'占荷にさせていただきます

留学というすばらしい機会をりえてくださったロー

タリーの皆様本､崎にありがとうございました。

は200万台近くまで普及しました。厳も/f思議なのは

通信料金の回収方法です。タイでは公的決済を銀行

で行うと云うシステムがありません。そこでこのl 'il

ではタバコ屋で売っている「プリペイドカード｣で料

金をII1収しています。タイには携帯電話を扱う会社

が6社ありその中で最後発の会社が、プリペイドカー

ドで料金を回収すると云うll:組みを開発して、あっと

云う間にシェアーの50％を押さえているのです。 l l

本ではプリペイドカードの携帯電話が身元の分から

ない盲点をついて犯罪に利用されているのは皮肉な

事です。この様に携帯電話の普及率は、未だl,'il定電

話のネットワークが充分鵯備されていない発展途|：

阿穐1筋いと云えます。中国でも持つ禰が一価のス

テータスであり、加入黄が月収の3陪以kかかるの

に多くの人が利用しています。この国では受ける11111

にも料金がかかるシステムの為、ベルが鴫るとどこ

からかかって来たかi閥i面の番号で相手を雌I認してか

ら電話をとるのも面にlい風景であります。

Iモードの開発でパソコン端末として、ホームペー

ジを見る事がI!|1来る様になり、又そのホームページを

素早く検索1冊来るインデックスの会社(例えば11&近と

んでもない株価で話題になったYAIIOO")がj兇れ、

これが世界I+'に拡がって行く!l『は間違いありません。

将来、我々は携帯電話からI皇1曲に情椴をやり取り

して、新聞が不要になる場面も出て来る1'j.能'I'I§は允

分にあります。私は年をとって仲々ついて行けませ

んが、 21世紀は必ず20世紀の断聞からラジオ・テレ

ビへと変化した1i'i報lA達方法が又大きく変化するの

ではないでしょうか。

皇

で、,､ヘヘ,､へ,、，ロータリーの友より、,、,､,、,､,、,､,､、
ノ イ

タ会員増強に特別表彰 ；

’ 8月は会員増強および拡大jl間ですが、 811 ;

ラまで待つことなく、あなたのクラブに資格のあぅ

；る人を入会させるための独創的なアイデアを検ﾒ
ｶ討してください。ロータリーにとって、今11はゼ
ノ ／

I 21世紀へ向けてのスタートになります。デブリォ
ノ ／

＞ン会長は、 2000年7月lロ～2001年5j:l l5Rの＞
／

；期間に、純増で最も成絞の良い地区とクラブを＞

;表彰する特別プログラムを組んでいます。上位；

;5()地区とその地区内(50人以下のクラブと51人以；

；上のクラブの2つのカテゴリーに分けて)の1位；
』と2位のクラブに、 2001年の米| IIIテキサス州サミ
ノ ／

＞ンアントニオで開催されるIE|際大会で特別表彰？
ノ ノ

＞と記念I1II1Iを授ヴ.することになっています。 ＞

； 詳細は､RIｳｪﾌｻｲﾄ(wwwrotaryorg)の；
; International DownloadCcntcl･､キーワードメ

; &&21CcnturyChallenge,，をクリックしてください。 ﾀ
ﾝ、,、,、,、,、,、,、へ,、,、ヘヘヘ,、へ,、ヘヘ,、ヘヘ,、,、ヘヘヘヘヘ,、,、〉

へ

無事帰国された日比野さんに会長より花束贈呈

尾関会長挨拶

青少年交換'堂iﾒ:1kのl l比l!f修j姥さんが淵'1::を終え、

ﾉt気にj1}られて何よりと思います。今後はこの経験

をﾉkかして、史によりよい‘,}ﾒ:姫ﾉ'二満を送って欲しい

と思います“

さて、今| |は先| |の桃,lil;i!E, iIW),i,fの統きを少しお

話しさせていただきます。 4(I*iアジアでも鵬,lll:'I'EI;&

はものすごい勢いで沖及しており、例えばタイでも

農村･地,淵:の汁尚は｢桃,柵,EI活のないノト活呼号えられな

い」と久っていますタイは人1 I(i()()()万人のllilでl,'il定

電話が允分に杵及していないにも拘らず、 ．隣,IM:"I;if

囮ニコボックスは紙面の都合上､次回掲載と致します。

囹次回例会（8月8日）
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