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ロータリー：変化をもたらす

行事予定
9月21日 公式訪問準備
　　　　第５Gガバナー補佐
　　　　　　池田遙愰様
9月28日 管理運営部門
　　　　青少年奉仕部門
　　　　　　セミナー報告

　皆さんこんにちは、本日も例会出席いただきありがとうございます。
先週は納涼例会への振り替えで例会はありませんでしたが間違って来
られた方はいなかったでしょうか。
　本日は鴻巣RCより会長の津田ひろみ様、幹事の大澤一司様、地区の
国際奉仕委員長の宮澤英修様がいらしてます。本年度は財団補助金海
外特別枠を使用しベトナムのハノイ近郊にあるお寺で育てられている
孤児の支援をすることになっています。孤児の施設におもちゃや文房
具、雑誌等を寄付する予定です。この支援の事業を当クラブと、鴻巣
RC、春日部西RCとの共同事業で行うこととなりました。日程は12月2
日から5日に補助金を渡しに行き、3月に検証に行く予定です。今回ハ
ノイに行く前にお互いの顔を知っておきたいとのことで鴻巣から来て
いただきました。また、来週の火曜日には私と須田幹事が鴻巣さんに
訪問させて頂く予定です。できれば春日部西さんにも訪問できればと
思っています。鴻巣さんは12月の視察にかなりの人数が行かれるよう
ですので、当クラブとしても行かれる方を募りたいと思いますのでよ
ろしくお願いいたします。この後津田会長様に挨拶を頂きたいと思い
ます。また、鴻巣RCは今年11月24日に50周年式典を行うとのことで
私もご招待頂きましたので参加させて頂きたいと思います、宜しくお
願いします。そして本日も米山奨学生の鄭さんがいらしています。鄭
さんは今月3日が誕生日だったようです。おめでとうございます。
　2週間の報告です。8月26日インターアクト年次大会が獨協大学であ
りました。例年会長、幹事や青少年奉仕委員長が参加されていますが
今年は行けませんでした。理由として上尾高校のインターアクト同好
会の部員がいなくなってしまったとのことです。上尾高校が行かれな
いので行くわけにもいかず参加を見送った次第です。また、来年の上
尾高校生の韓国訪問もなくなると思われ、そうなると韓国からの学生
の受け入れをするかどうかも検討しないといけなくなります。今後上
尾高校と校長先生と担当の鈴木先生とも話し合って検討すると先日の
理事会で決まりましたので報告です。
　8月28日には55周年検討委員会がありました。こちらでは周年事業
や式典、記念誌についてなどだいぶ内容が詰まってきました。来月の
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例会日　毎週木曜日　12：30～13：30
例会場　東武バンケットホール４F（ポリアス）
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スマイルスマイル
鴻巣RC会長　津田ひろみ様　本日は上尾RCさんにお邪魔しますことをとても楽しみにして参りました！
鴻巣RC幹事　大澤一司様　　初めてのメイキャップでお邪魔します。どうぞよろしくお願い申し上げます。
鴻巣RC創立50周年実行委員長　
　　地区国際奉仕委員長　  宮澤英修様　　ベトナムのコマーシャルに来ました。よろしくお願いします！　

出席　　会員数　　３6　　　出席数　　24
欠席　　欠席数　　12　   　（％）　 66.67
前々回確定　　　　　　　　　欠席数      0
修正（％）　 　  100.00 　      （Ｍ・Ｕ）     0

武重会員／岡野会員／小林邦彦会員／齋藤重美会員／村岡会員／尾花会員／大木会員／名取会員
大塚崇行会員／島村会員／深澤会員／関口会員／野瀬会員／長沼会員／門崎会員

関口委員長　島村研修リーダー
　ご報告いただきありがとうございました！

指定校を増やしていったらどうかという話もあるそうで
す。現在までの受け入れ累計や、年間の寄付額について
なども説明がありました。委員長としてはこれから皆様
にご寄付をお願いしていかないといけませんので、どう
ぞ米山記念奨学生にご理解いただきご寄付をお願いい
たします。

クラブ研修リーダーセミナー報告
クラブ研修リーダー　島村　健　委員長

　6月17日にセミナーが行
われました。クラブ研修リ
ーダーがなぜ必要かという
と、クラブを活性化させるこ
とが第一で、活性化するた
めには会員増強が必要だ

ということです。退会者数が入会者数を上回っている昨
今、退会する理由として、有意義な奉仕活動やロータリ
ーに関する基本的な理解をしていないことが多く、もっ
たいないところであります。クラブ、例会、事業が楽しくな
ければならず、支援していくのが研修リーダーの役目と
思っています。今までは研修というと、ロータリー情報委
員会と一緒にやっていて、セミナーのディスカッションの
中でも、入会３年未満の方むけの研修はどのクラブもや
っていましたが、本来は各委員会や寄付なども説明して
理解していただくものです。できればさまざまな委員会と
連携して年に数回の研修を行い、当クラブは55周年とい
うことでもあって大先輩の卓話も聴くなどして活性化で
きたらと思います。よろしくお願いいたします。

藤村会長　　  鴻巣ロータリークラブの皆さん、ようこそ！　ハノイ一緒に楽しみましょう！
須田幹事　　  鴻巣ロータリークラブの皆さま、ようこそ！
樋口副会長　  セミナー報告お疲れ様です！　鴻巣ロータリークラブの皆さま、ようこそ！
大塚信郎会員  鴻巣RC 50周年おめでとうございます。キャラバンの皆様ようこそ！
齋藤哲雄会員  真夏の思い出。花咲徳栄高校 選手権大会優勝おめでとうございます！
　　　　　　  門崎さん、OBの熱い思い、選手のがんばりに感動致しました。感謝申し上げます。
春日会員　　  サッカー、ありがとうございました！　　
芳賀会員　　  本日もよろしくお願いします。野球の練習、頑張りましょう！

AGEO ROTARY CLUB

幹　事　報　告
須田　悦正　幹事

大塚信郎PGにRLIディスカッションリーダーの委嘱書
が授与されました。また大塚信郎PGと島村会員が米山
功労者として表彰されました。おめでとうございます！

委嘱書授与・米山記念奨学会功労者表彰

地区 国際奉仕部門　大木　保司委員長
委員長報告

◇地区大会が11月11、12
日に開催されます。ご参加
のほどお願いいたします。
◇ロータリーレートは１ド
ル＝１０９円です。
◇ＲＬＩ partⅢが10月27
日に開催されます。対象の方はよろしくお願いいたします。
◇ベトナムのハノイのプロジェクトの研修旅行の日程が
12月2日～5日の三泊四日に決まりました。参加をご希
望される方はよろしくお願いいたします。
◇甲子園野球大会の集合写真をまだお持ちでない方は
お持ち帰りのほどお願いいたします。なおアルバムご注
文の方は8900円になります。

最終19日の例会にて皆さんに詳細報告と依頼をさせ
て頂きたいと思いますのでよろしくお願いします。
　私事ですが9月の3日日曜日、上尾市の野球大会に
参加してきました。太平中で行われ、藤村病院の対
戦相手はなんと上尾中央病院でした。中央病院はA
グループらしく、うちはBとCを行ったり来たりの
チームで実力差は歴然でした。しかも平均年齢はど
うみてもあちらは20代でうちは40代でした。試合
は予想外にうちが2点先制し3回までは勝っていまし
たが回を重ねるごとに体力の低下が著しく4回で9対
2でコールド負けとなってしまいました。私は最終
回代打で出させてもらいました。なんとインターフ
ェアで出塁しましたが、牽制でアウトとなり試合終
了です。しかし大会出場が２、3年ぶりでしたので
楽しかったです。当クラブの野球部も甲子園大会が
終わりひと段落となっていましたが来週の月曜夜よ
り尾花さんのバッティングセンターで練習が始まり
ます。野球部の皆さんまた今年度も楽しんで野球や
っていきましょう。くれぐれも怪我のないように。
本日はセミナー報告です。3部門ありますが財団部
門については出席者が私だけだったので以前会長報
告でさせて頂いた内容を報告とし本日は割愛させて
いただきます。本日も宜しくお願いいたします。

　9月22日から韓国に行っ
てきます。第14回 日韓親
善会議の前日、友好中にあ
る第3750地区との30周年
交流会および姉妹提携の
調印式がございますので
呼ばれております。おかげさまで第2770地区は95名の
登録をいただいています。日本全国で約500名と聞いて
おりますのでその約１／５が当地区になります。当クラブ
からは大塚パストガバナーご夫妻と私が参加します。ま
たあとでご報告させていただきます。

社会奉仕部門　齋藤　哲雄委員長
　8月17日に行った献血
活動の報告です。暑い中、
多くの方のご協力をいただ
きました。目標人数50名で
したが、受付人数39名、
200ml献血6名、400ml
献血26名、不採血7名でした。また4月に献血活動があ
りますので皆様方のご協力をよろしくお願いいたします。
　また8/28日に障がい者作品展示即売会の打ち合わ
せを行いました。正式ではありませんが1/31～2/5の６
日間に催事場を使わせていただく予定です、よろしくご
参加のほどお願いいたします。
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ビジターゲストあいさつ

ロータリー米山記念奨学金授与
米山記念奨学生   鄭　維嘉（てい　ゆいか）さん 
　最近いろいろありました。8月30日にNTTドコモのイ
ンターンシップに参加させていただき、朝の通勤ラッシ
ュに乗って毎日会社に行くのって大変だなぁと思いまし
た。ほかにインターンシップに受かっていたのは高学歴
の大学院生で、なぜ私が受かったのだろうと不安でした
が、同じグループになった方や社員さんはとても優しく
て、日本で就職したいという意識が高まりました。あとは

鴻巣ロータリークラブ　会長　津田ひろみ様 

例 会 主 題
米山記念奨学部門セミナー報告

米山記念奨学委員会　関口和夫委員長
　ガバナー月信９月号に金
杉委員長の報告があるよう
に、7月16日、ラフレさいた
までセミナーを開催しまし
た。研修についてまず、第二
代よねやま親善大使の金
福漢さんが基調講演を行いました。金さんは奨学生とし
ての活動の後、現在はNPO法人を設立して、宮原で織
の音アート・福祉協会を運営しボランティアをしながら
日本に定住されている方だそうです。次に米山記念委員
会や学友会の報告があり、最後にグループセッションが
行われました。どこのクラブも米山修了後に奨学生との
連絡が途絶えがちなので、できるだけ途切れないように
続けていきたいと話しました。また当クラブでは昨年、突
然奨学生を受け入れたのですが、他クラブであったよう
に、奨学生と相性があわないという場合もおこりうるとい
うことを説明させていただいております。受け入れ側とし
て、「奨学金を払っているから」と、上から目線で接してい
ると、クラブ側の対応が雑になり、奨学生側にもプライド
がありますので、軋轢が生じることもあるとご説明させて
いただきました。セミナーではまた１年間の行事につい
て話がありました。地区の指定校は７校～共栄大学、埼
玉大学、芝浦工業大学、聖学院大学、獨協大学、日本工
業大学、文教大学～ありますが、委員長によるともっと

９月３日に誕生日があり、前日の米山合同委員会の懇親
会では他の奨学生たちが祝ってくれました。誕生日の日
は大学の日本人の友達に祝ってもらいました。さらに翌
日、大学の研究室の掲示板に配属が貼りだされるので
すが、見事第１希望の研究室に受かることができました。
これからも勉強にがんばっていきたいと思います。ありが
とうございました。

　当クラブでは親クラブ＝
上尾RC様のご指導のもと
今年度50周年を迎えるこ
とができました。またご縁
がありましてベトナムの国
際奉仕にもご一緒させてい
ただくことになりました。どうぞ皆さま、よろしくお願いい
たします。
鴻巣ロータリークラブ　幹事　大澤　一司様 

　おかげさまで今年度50
周年を迎えさせていただき
まして、記念式典まで３カ
月をきる状況になっていま
す。ベトナム・ハノイでの国
際奉仕プロジェクトも上尾
RCさんとご一緒させていただきます。よろしくお願いい
たします。
鴻巣RC50周年実行委員長　地区国際奉仕委員長　宮澤英修様 
　創立50周年記念式典は
11月24日に大宮で行うわ
けですが、私は地区で国際
奉仕委員会委員長を務め
ております。昨日、関係クラ
ブの方々にベトナムへの国
際奉仕プロジェクトについてご連絡させていただきまし
た。ベトナムにはロータリークラブはなく、今回初めて第
2770地区が国際奉仕を海外特別枠に当選された５ク
ラブで行います。視察のほか、オプショナルツアーには３
コース、ホテルは２つをご用意しました。ぜひ奉仕と旅行
にぜひご参加のほどお願いいたします。


