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9月 4日 卓話『青少年交換について』
地区青少年交換委員会
大塚崇行委員長
9月 11日 セミナー報告
9月 18日 卓話『自分史』
斎藤修弘会員
9月 25日 卓話『わたしと上尾』
深澤圭司会員
（時間変更）

齋藤 博重会長

皆さん、こんにちは。先週は、例会がありませんでしたが、７日の
献血事業には暑い中ご協力頂きまして誠に有難うございました。
本日は、米山記念奨学生のパクスヒョンさんと青少年交換留学生の
ウイリアムパーカーミルトン君が例会に出席頂いております。一年間、
皆様のご協力を宜しくお願い致します。また、来日に合わせて成田ま
でお迎えに同行して頂きました島村パスト会長ご家族、カウンセラー
でもあります大木パスト会長、大塚崇行パスト会長、久井さんのお嬢
さん有難う御座いました。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、
テレビ東京にて放映されております。「ＹＯＵは、何しに日本へ」と
いう番組の取材を成田空港にて受けました。行きの車の中で大木さん
がたまたまそのテレビの話をしていまして、その時は聞き流していた
のですが、到着ロビーに行きますと本当に取材をしておりまして驚き
ました。放映されるか分かりませんが、毎週月曜日１９時から放映さ
れておりますので期待したいと思います。ちなみに八潮ＲＣの皆様も
一緒に取材されておりまして その中にいました田中作次直前ＲＩ会
長もコメントしておりました。楽しいひと時でありました。
８月１１日に第５グループの会長幹事会が開催されまして久保田幹
事と共に参加してきました。特に会員増強の件では８クラブ中５クラ
ブが１名から２名の増強実績を報告されていました。本日２名理事会
に新会員の上程させて頂きますので、宜しくお願い致します。会員の
皆様も是非お一人で結構ですので、ご紹介をお願い申し上げます。
先日テレビでランチパスポートという本が紹介されていました。こ
のランチパスポートに掲載されているお店のランチ割引き書籍だそう
です。サラリーマンやＯＬはもちろん誰でも５００円でランチが食べ
られるという嬉しいサービスです。ランチパスポート東京では新橋虎
ノ門版が好評で直ぐに完売しているそうです。ランチパスポート本は
コンビニ、書店、アマゾンでも購入出来ます。全国各地域の本が販売
されているようですので、割引きも有難いですが、知らないお店を見
つける意味でも購入されると楽しいかも知れません。ちなみに私は、
さいたま市版を妻と二人で先日購入しまして近いうちに行ってみよう
と思っております。是非、皆さんも新しい発見をされてみては如何で
しょうか。以上をもちまして会長挨拶と致します。
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っていただいた島村さんのところに泊まっていただき、
１
年間、みなさん、いろいろな方とで関わって思い出をつく
っていただければと思います。
よろしくお願いいたします。

告

勲幹事

◆ＲＬＩのpart１につい
ての案内があり、
こちらに
は私と藤村副幹事で出席
してきます。
◆先日行われましたインタ
ーアクト年次大会の出席に
対して大宮東ＲＣさんからお礼がきています。
◆今月のハイライト米山ということでロータリー米山記
念奨学会から案内がきています。できたら大勢でご参加
をとのことですので行きたい方は事務局に来ていただ
ければ回覧できます。
以上です。ありがとうございました。

WILLIAM PARKER HAMILTON君
こんにちは。はじめまして。
私はパーカーハミルトンで
す、
どうぞよろしく。私は18
歳のアメリカ人です。
フロリ
ダ州ジャクソンビルRCか
ら来ました。今年高校を卒
業し、ロータリーユースエクスチェンジで日本に来まし
た。私は日本語と文化を勉強したいです。たくさんの人
に会って友達をつくりたいです。
このチャンスを与えてく
れてありがとうございました。私のクラブのバナープレ
ゼントいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

青少年交換留学生紹介
カウンセラー

ビ ジター ゲ ストあいさつ

大木保司会員

米山記念奨学生

今回、青少年交換プ
ログラムのスポンサー
役になりました大木で
ございます。
ここに横
断幕があるようにウイ
リアム パーカー ハ
ミルトン君です。
よろし
くお願いいたします。彼はフロリダ州のDEERWOOD
ジャクソンビルＲＣからスポンサーを受けまして上尾に
来ています。昨日来日して、最初のホストファミリーにな

朴 秀昡さん

こんにちは。今日もあい
かわらず暑くて皆さんたい
へんな思いで過ごしていら
っしゃると思いますがそろ
そろ暑さも弱くなると思い
ます。私は来週、韓国へ行
きます。来週になると暑さも弱まるし飛行機のチケット代
も安くなります。
１週間ほど国へ帰って３月から始まった
ロータリーでの生活を両親に報告するつもりです。

成田空港での出迎え▲
（写真右上）

▶テレビ東京の取材を
受けました
◀バナーを頂きました
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例会主題

セミナ ー 報 告

青少年奉仕部門 青少年奉仕委員会 深澤圭司委員長
青少年部門のセミナー
報告ですが7月12日にプラ
ザイーストで青少年奉仕部
門セミナーが行われました。
当クラブの大塚信郎担当
諮問委員の基調講演から
始まり、インターアクト委員会、ローターアクト委員会、
ラ
イラ委員会、青少年交換委員会それぞれ各自の体験発
表をしていただきました。その中で交換留学生が埼玉の
親善大使ということで、世界に埼玉の魅力をＰＲするた
めに委嘱状をもらって日本を旅立っていったことを初め
て知りました。島村パスト会長のお嬢さんがそのような
任命をおびて交流をはかってくると思います。
インターアクト委員会では県立岩槻北陵高校の赤野
麗奈さんが体験プログラムを話し、そのあとインターア
クト活動発表で浦和実業学園高校の伊藤和世さん・和
田瑞希さんが体験を発表しました。
またローターアクト
委員会では次年度地区代表の阿部明日香さんが年度
方針で、東日本災害復興支援、国際交流・国際支援、各
地区・地区外の方と交流を深めてもっとローターアクト
を地域に広めたいと言っていました。盛りだくさんの内
容で非常にためになるセミナーでした。
青少年奉仕部門 地区青少年交換委員会 大塚崇行委員長
今回パーカー君がこのように来たようにいま青少年
交換では、21名の学生が派遣されて17名の学生が留

学にきている・今からくると
いうことになります。今週は
約４名来日し、23・24日頃
までには全員が日本に着く
ことになります。27・28日に
は特別合宿で日本での食
事のマナーや入浴方法など基本的な生活習慣を２日間
にわたって学んでいただきホストファミリーとのトラブル
をなるべく少なくしていくという形をとっていきます。
いま青少年奉仕部門では危機管理について力を入れ
ています。
トラブルの対処方法を早急にできるような体
制を整えていこうとしていて地区として危機管理ハンド
ブックを作っています。
パーカー君が生活していく中で万が一問題があった
場合に早急にカウンセラーや私が対応し、
ＲＩに報告し
なければならないような事態がおこった場合には72時
間以内に報告しなければならないということになってい
ます。クラブの中でも対処方法など体制を整えていかな
いということになりますので、ホストファミリーになられ
る方にもご理解をいただき安全に子供たちが１年間過
ごせるようご協力をお願いいたします。
財団部門セミナー ロータリー財団委員会 関口和夫委員長
7月27日に埼玉共済会
館でロータリー財団部門
セミナーがあり齋藤会長と
一緒に参加してきました。
セミナーは午後から半日を
かけみっちり行い、いちば
ん重点になっていることはポリオの撲滅ということで、ポ
リオの現状、撲滅のために推進されている東京大学・渋
谷先生による講演がありました。内容については私が５
月頃、会長挨拶で一部触れさせていただいたこともあり
ます。セミナーの冊子の表紙にも
「ポリオ撲滅への最大
のチャンス」
となっています。それを行うためには、
まず
皆様からの寄付ということで税制上の優遇の話があり
ました。
ご寄付をしていただくと税金の控除に有効に使
われることになりますのでごよろしくお願いいたします。
そしてグローバル補助金についても説明があったの
ですが、ナイジェリアの保育器の事業についても継続中
ということで、手続きは行われていますが、そこから先、
入金あったと昨年12月に報告は受けているのですが、
その後、私にも当時の須田委員長にも現会長にも連絡
が届いていませんので、事業が止まっている状態という
ことのようです。
もちろんナイジェリアですからエボラ出

血熱がはやっていて足を踏み入れるのが命がけで、渡
航不可の場所になっています。そのくらいのところです
から保育器も重要なことだと考えられます。本年度の進
行状況は現会長に届いてくると思います。財団の補助金
についてのシステムがわかりづらい面もありますので、
地区から卓話にお呼びして話をしていただければと思
っています。
セミナーの冊子の最後のページは小林部門委員長
のご自分のことがお母様の手記としてかつて取り上げら
れたことが載せられています。小林委員長ご自身がポリ
オを患ったということで、そのときの親の気持ちや、
どの
ような日々を送られていたかが書かれています。
日本ではなくなりましたが世界の一部では残っていま
すので「あと少し」
ということでポリオがなくなるまで意
識していただければと思います。

うことで埼玉弁護士会の大
倉会長から講義をいただ
きました。クラブ会員の手
腕を生かし社会のニーズ
に応えられるようなプロジ
ェクトを開発しなさいとい
う内容も含まれていました。
また道徳的水準を高めるた
めクラブ内でどのようなプロジェクトを組んでどのような
ことをやっていくかというお話しも頂きました。最終的に
は職業奉仕という奉仕部門のひとつを通じて地域社会
、各ロータリーのある市町村、
こちらの地域にいかにより
尽力できるかということで話をされておりました。

奉仕プロジェクト部門セミナー 奉仕プロジェクト委員会 齋藤哲雄副会長

「自分史」を語る卓話が年度内に24回ありますのでご
協力のほどお願いいたします。

職業奉仕委員会の分科会は委員の紹介、基本方針、
活動内容の説明があり、大きくは職業奉仕についてとい

スマイル

プログラム委員会 宇多村海児委員長

会員増強委員会 大塚崇行委員長
２名の会員申込書をいただきました。
ご意見があった
ら言っていただきぜひご承認いただければと思います。
ロータリー情報委員会 名取 勝委員長
日本に限らず他のクラブはどのような活動をしている
かという情報を集めて披露したいと思います。
クラブ広報委員会 長沼大策委員長
RＩ会長が提唱するロータリーデーについて会長幹
事の意向にそって告知・実施を行いたいと思います。
青少年奉仕委員会 深澤圭司委員長
パーカー君の今後のステイ先を決めたいと思います。
ご協力のほどお願い申し上げます。
出席委員会 富永 建委員長

10月16日と、来年3月19日に100%例会を実施した
いと考えています。
ご協力よろしくお願いいたします。

４１,０００円

小林会員 入会30年になりました。パーカー君ようこそ。
富永会員 8月で入会30年1ヶ月です。
これからもよろしく。
齋藤博重会長／久保田幹事／齋藤哲雄副会長／武重会員／岡野会員／
大塚信郎会員／齋藤重美会員／井上会員／村岡会員／萩原会員／尾花会員／
大木会員／細野会員／名取会員／大塚崇行会員／深澤会員／関口会員／須田会員
／須田会員／野瀬会員／宇多村会員／長沼会員／斎藤修弘会員／北村会員
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9

出席数 26
（％） 74.29

100.00

欠席数 0
（Ｍ・Ｕ） 0
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
事務所 〒362-0035 埼玉県上尾市仲町1-8-31 新和エクセルビル303
例会場 東武バンケットホール４F（ポリアス） ＴＥＬ/ＦＡＸ 048-775-7788
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奉仕プロジェクト部門セミナー 職業奉仕委員会 須田悦正委員長

現状報告
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7月5日、
さいたま市民会
館いわつきでセミナー基調
講演、特別講演、分科会と
いう順で行われました。基
調講演は岩渕パストガバナ
ーが行い、特別講演ではユ
ーグレナ 代表取締役社長 出雲充様が「僕はミドリ
ムシで世界を救うことに決めました」
という内容で講演
をいただきました。奉仕プロジェクトの諮問委員、社会
奉仕部門委員長の尾花パスト会長、国際奉仕部門委員
大木パスト会長が参加して運営を指導していただき
感謝申し上げます。社会奉仕部門の分科会では「とんぼ
の眼（まなこ）
と、ありの歩みの社会奉仕を」
というテー
マで講演をうけました。特別講演、分科会と、非常に興
味深い話を受けたセミナーでした。

クラブフォー ラム

