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行事予定
9月12日 部門セミナー報告
（米山部門、管理運営、
奉仕ＰＪ３部門）

2019-2020年度 須田 悦正 会長

皆さまこんばんは。本日はお忙しい中、本年度第８回例会にお越し
いただきまして、誠にありがとうございます。
さて毎週のようにお伝えしているダナン支援について進展がありま
した。私の友人であるダナン在住の日本人ですが、春日部からダナン
に移って始めた事業は、子供の写真館とカフェでした。その後、人脈
を築いて事業を拡げています。彼にダナンの現地調査に行っていただ
きました。昨年支援を行った施設ですが、国や行政からの援助は受け
ずに、大半は外国からの支援によって運営されています。20名の児童
（うち７名がダウン症）が入所していて４名の職員がいます。30名ほ
どにもなる施設のキッチンは、日本の一般家庭レベルの広さでした。
施設の上水道の水質は悪くて子供が飲めるものではなく、ウォーター
サーバーはありますが、あまり機能していないとのことでした。なの
で今年度は水道設備を支援したいと思います。また、屋根が劣化し穴
があき雨漏りがひどくて衛生的に良くないとのことから、屋根の補修
も行っていきたいと思います。
来週から９月になりますが、残暑が続くと思いますので、皆さま体
調管理にご留意いただければと思います。本日もよろしくお願いいた
します。

9月19日 卓話（公社）埼玉中央
青年会議所 2018年度
UN関係会議
統括幹事 小松裕介様
9月26日 部門セミナー報告
（公共イメージ、会員増強、
職業奉仕、
Ｒ財団部門）
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斎藤 修弘幹事

告

例 会 主 題

◇先週もお伝えした、
９月
20日に開催される、本田博
己様による職業奉仕部門
セミナー講演の受講締め
切りは９月６日です。希望
者は芳賀委員長にご連絡
ください。
◇日韓親善会議の参加締
め切りが９月６日に延期に
なりました。
また会場がウ
エスティンホテル仙台に変
更になりました。
◇６月に開催された全国ロータリークラブ野球大会関
連で、出場者全員の名前と写真が入った記念ボールの
サンプルが届いています。ハンドメイドで１個3200円に
なります。希望者は私宛にご連絡ください。
◇全国ロータリークラブ野球大会のアルバムのサンプ
ルが届いています。
１冊8980円です。
◇入会３年未満の会員むけ研修＆懇親会の案内がきて
います。対象者は小田切会員、坂会員、山田会員、大木崇
寛会員です。日時は10月５日9:30〜18:00です。ぜひご
参加いただければと思います。

近

況

報

ハンブルグ 国 際 大 会 報 告
樋口

雅之

直前会長

５月末に、
ドイツ・ハンブ
ルクで行われた国際大会
に行ってきました。当クラブ
からは大塚PDG、大塚崇
行会員、私、そして藤村会
員の代わりにさいたま大空
RCの周京梅さんとで行ってきました。
１日目：５月29日、朝３時半に上尾を出てバスで成田
に行き、出国しました。約11時間半のフライトで、
フラン
クフルト国際空港に着きました。非常に大きな空港で国
際線から国内線に移るのにシャトルバスを使いました。
国内線機内で早速ビールを飲み、ベルリンに飛んで、
こ

告

深澤 圭司会員
３か月ほど前、
さいたま
市の区役所に印鑑証明を
とりに行った際、前に並ん
でいた男性の財布が券売
機に残っていました。すぐ
に守衛さんに届けて、中身
を確認し、お礼は辞退しました。
さて、別の日に当社の従業員が営業に回ってトイレに
入った際、財布を置き忘れてしまいました。慌てて戻った
ら、財布はきちんとあったそうです。
まとめますと、本日私がお伝えしたいのは、良いことを
すれば、自分やその周りに良いことが返ってくる、
という
ことです。
これからもロータリアンとしてお手本となるような良い
ことをしていきたいと思います。

ROTARY CLUB OF AGEO

の日の宿、インターコンチネンタル・ベルリンに着きまし
た。立派なホテルで、ロータリークラブの例会場にもなっ
ていました。
２日目：５月30日、ベルリン市内をバスで抜けて、ポツ
ダムのツェツィーリエンホーフ宮殿に行きました。皇帝ヴ
ィルヘルム２世が皇太子夫妻のために1917年に建設し
た宮殿で、
ここで第２次世界大戦の後処理を決めるため
のポツダム会議が行われました。昼食後、サンスーシ宮
殿に行きました。世界遺産の289haの広大な公園です。
サンスーシとは「心配事がない」意味で、1747年のフリ
ードリヒ国王が建設された立派な宮殿でした。そして、
市内に移りバルベリーニ博物館でピカソ特別展を観て、
アスパラガス農園を散策しました。
ドイツでは愛犬家が
多く、犬は非常によくしつけられていました。その後、ベル
リンの壁イーストサイドギャラリーに移りました。夕食後、
ベルリン大聖堂と、東西ドイツ統一のシンボルであるブ
ランデンブルク門を観ました。

パーバーンはビートルズゆかりの街で広場にはモニュメ
ントがありました。昼食後、国際大会会場ハンブルグ・メ
ッセに移りました。開会本会議場ではバリー・ラシンＲＩ
会長のあいさうが行われました。その後、市内のレストラ
ンで食事をしました。
ドイツ人の乾杯は、必ず相手の目
を見て、あなたの幸せを願って乾杯するそうです。
６日目：６月３日、
ブレーメンに行きました。
ブレーメン
の音楽隊像はとても小さいものでした。その後、Beckʼs
ブルワリーを見学してまた乾杯しました。
７日目：６月４日、朝からホテルを後にして、オールスド
ルフ墓地という世界最大の墓地を見学しました。そして
12時間かけて帰国しました。
ご清聴いただきありがとう
ございました。

３日目：５月31日、ザクセンハウゼン捕虜収容所を見
学しました。1945年まで政治犯、戦争捕虜、ユダヤ人が
収容されて強制労働が強いられた場所です。今はきれ
いですが、当時は悲惨だったのだろうなと思いました。昼
食を経てシャルロッテンブルク宮殿に行きました。17世
紀末、初代ブロイセン国王フリードリヒ１世がシャルロッ
テ王妃のために建てた夏の宮殿です。次に戦勝記念塔、
ドイツ連邦議会議員会館、ホロコースト記念碑に行きま
した。
４日目：６月１日、ベルリン中央駅からＩＣＥ
（ドイツ新
幹線）でハンブルグに移動し、ホテルハッフェン・ハンブ
ルグでのガバナーナイトに参加しました。大塚崇行さん
は今年度部門委員長ということもあり、あいさつとお酌
を繰りかえしていたら序盤で寝てしまわれました。コース
料理を堪能し、港町ハンブルグで軽く二次会をしました。
５日目：６月２日、停泊している帆船の帆が「END
POLIO」になっていました。ハンブルグ１の歓楽街、
レー

大塚

信郎

パストガバナー

私はフランスに３泊と、
ハンブルグに４泊しました。
フランスのモンサンミッシ
ェルが素晴らしかったです。
ドイツではホワイトアスパラ
が美味しかったです。
それと添乗員の女性が美しかったので、
うちの次男の
嫁にと考え妻と作戦をたてて近付いたのですが、既に結
婚していました。
（笑）
みなさんもどうぞ国際大会にご参加していただけれ
ばと思います。

国際大会のご報告、ありがとうございました！

スマイル

長沼 大策会員
坂本 忠光会員

卓話ありがとうございます。
樋口直前会長、卓話ありがとうございました。
ゆく夏といえどもこの暑さ、みなさまご自愛ください。
卓話ありがとうございます。
卓話ありがとうございます。
国際大会、
ご苦労様でした。
樋口さん、卓話ありがとう。
報告ありがとうございました。
ハンブルグ国際大会、
とても有意義でした！
来年のハワイは大勢で行きましょう！
産業祭ポスターの次は、上尾市内を巡る
推奨土産品のスタンプラリー冊子を作っています。
本日もよろしくお願いいたします。
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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 048-775-7788 ／ FAX 048-776-9799
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深澤 圭司副幹事
大塚 信郎会員
尾花 正明会員
大木 保司会員
藤村 作 会員
樋口 雅之会員

