
国際ロータリー第２７７０地区 ２０１３～２０１４年度 

会長 小林 光蔵  幹事 中島 賴光  会長エレクト 染谷 宗一 

ＲＩ会長テーマ  「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」 

クラブ会長テーマ 「ロータリーは常にあなたをみがく」 

 平成２５年１０月１０日 第１９２８回例会  

 

点鐘 

国歌・ロータリーソング斉唱「手に手つないで」 

ゲストビジター   米山記念奨学学友委員長 斎藤順彦様 

              米山奨学生 ジョン ウミン様 

 

会長挨拶                 小林光蔵会長 

 今日は 10月 10日、4年

目は体育の日でしたね。来

週の 14 日が休日になって

います。先週の土曜日、孫

の運動会。かけっこ6人中

～6位、もう 1人は 5人中

～4 位でした。最後の直線

前にいた 1人が転んでしま

い 4位になったわけです。でも私の立場として、最後まで良

くガンバッタね！ 

運動不足の私達はこの先どうしたらよいか。やはり普段か

ら歩く事が一番良いのではないでしょうか。よく歩く人は生

きる事に積極的であるといいます。江戸時代には、一人前の

男として認められる基準として、一日十里（約40キロ）の距

離を歩けることが、大きな要件の一つでした。しかし車社会

の現在にあって、私達の脚力は著しく弱くなっています。そ

れでも都市部で生活する人は、通勤通学でかなりの距離を歩

き、また階段の上り下りで足を使うことも多いでしょう。そ

れに比べて地方で生活する人は、近くのコンビニエンススト

アに行くにも、車を使う人が少なくないようです。歩く機会

が減ると、知らず知らずのうちに筋力は低下します。脚力が

衰え、道でつまずいたり転んだりするようにもなるのです。  

歩く日を設け、上体を真っ直ぐ起こし、体のどこにも力を入

れず、伸び伸びとゆったりした気持ちで軽快に歩きましょう。

心の中のモヤモヤも、澱んだ不安や不満も心地よい汗と共に

解消していきます。踏み出す一歩一歩が、自分を積極的に変

えていく道を作るのは間違いありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告                中島頼光幹事 

１ 先日月曜日、地区大会

記念ゴルフ大会に行ってき

ました。出席者は飯泉さん、

大熊さん、小林武さん、遠

山さんの5名です。60位の

遠山さん、おめでとうござ

いました。 

２ 地区大会実行委員長より手作りの案内状が届いておりま

す。 

地区大会本会議第１日  

１１月９日浦和ロイヤルパインズホテル（浦和駅下車）４Ｆ

のロイヤルクラウン 点鐘13：00 

出席義務者：会長・幹事・会長エレクト・副幹事・5 大奉仕

委員長・希望者 

地区大会第２日目 

１１月１０日（日）さいたま文化センター（南浦和駅下車） 

出席義務者：ロータリアン全員です。 

当日は 15：20より手作りのアトラクションが見ものかと思わ

れます。田中作次Ｒ１直前会長の記念講演も有ります。 

３ その前に図画展１１月７日（木）です。午後の１１時か

らの理事会例会は通常通りです。詳しくは国際奉仕委員会よ

り、ご説明があると思いますのでお願い致します。 

４ 浦和ＲＣ 環境保全委員会より見沼たんぼ福祉農園で里

芋を調理し、芋煮会の案内がきております。参加費無料 

詳しくはｈ幹事の方まで。 

 

 

 

 

委員会報告 

◇国際奉仕委員会              赤松委員長 

１１/８～国際児童理解 

図画展が始まりますので、

ご協力お願い致します。 

 

１１/ ７ 準備 

１１/ ８～展示 

 

１１/１２ 表彰式 

 



行事 外部卓話「越谷南ロータリークラブの皆様に」  

米山記念奨学学友委員長 斎藤順彦様 

 米山月間に伴い、本日は

米山記念奨学生の卓話にお

招きいただき誠にありがと

うございます。 

越谷南ロータリークラブの

皆様には、2012～2013年

度の米山個人平均寄付額は、

国際ロータリー２７７０地区76クラブ中18位を占め、クラ

ブ寄付総額も15位と高水準で、日頃より米山記念奨学事業

に多大なご理解と、ご浄財（寄付金）のご協力に大変感謝を

しております。 

現在の米山記念奨学事業について、簡単にお話をさせてい

ただきます。詳しくは奨学会の発行の豆辞典を参考にしてく

ださい。 

米山奨学生 ジョン ウミン君 

올레길 

 済州島の歩きやす

い道路を選定して

開発した徒歩旅行

コース 

 ‘올레’（オルレ）

は는済州の方言で、

狭い路地を意味し、通常大通りから家の門まで続く

細い道である 

 2007年第1コースが開発され、2012年まで 20のコ

ースが開発。一般的に15km、平均

所要時間は5-6時間 

코스메로드(明洞) 

日本の首都東京にブランドショップが集まった"銀座"がある

としたら、韓国ソウルには化粧品の香りが漂う“コスメロー

ド ” が あ る 。 中 低 価 格 化 粧

品のロードショップが集まったソウル明洞の道が日本人の間

で“コスメロード（コスメチック＋ロード）と呼ばれ、観光

名所として急浮上した 

 

明洞には、有名な道が3つがあり、日本人の間ではその道を

オイシイロード（美味しいグルメ店が多い道）、ブクブクロ

ード（人の多い道）、コスメロード（コスメチック+ロード

）と呼ぶ。 

 

반찬（おかず） 

韓国ではどの店に入ろうとおかずがたくさん出てくる。どれ

だけ食べても無料。100円 200円のラーメンやのり巻きを買

って食べても基本的にキムチを含め 2〜3 種類のおかずがつ

いてくる。皆さんも、もし韓国にいらっしゃる機会がござい

ましたら、ご遠慮なく出て来たおかずを思う存分召し上がっ

てください。 

 

삼겹살 

サムギョプサルは、韓国で最も人気のある肉である。老若男

女を問わず、誰もが好きで、価格は日本とそんなに差がない

。一般的に 1 人分で 1000 円程度。韓国人はなぜなのかは分

からないがサムギョプサルを食べた後は、締めとして必ず冷

麺を食べる。おそらく理由はなく美味しくてではないだろう

か。 

 

青少年交換カウンセラー           深井良孝様 

交換学生富士山観光 

日時：平成 25年 10月 6日（日）

6：15～17：30 

参加者：深井夫妻、戸沼（ジュ

ニャー浦和北）、コーリィ（アメ

リカ）、ジョコブ（デンマーク） 

アドリャン（ドイツ）以上6名 

世界遺産の富士山に行くために、私たちの他３人を南浦和

駅にて待ち合わせて、中央高速道路を通り、富士山に向かっ

た。富士山に着いて、そこには沢山の外国人を含め沢山の観

光客が来ていました。六合目まで登ろうと登山口まで行きま

したが、通行止めでした。見学やお土産物店で買い物した後、

河口湖に戻り、昼食をとった。名物の「ほうとう」を食べた

後帰路に着いた。途中は非常に交通渋滞に遭遇し難儀したが、

やっと南浦和駅に着き他の学生を下した後、17時 30分ごろ

家に着いた。 

学生の３人は非常に喜んでいましたし、楽しく話し合って

いました。私は彼らにとって、有意義な一日ではなかったか

と思います。 

 

５合目売店前にて       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５合目登山入口にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３分間スピーチ                浅水会員 

「ロータリーの鋼領」が 

「ロータリーの目的」に

改定されました。 

 

職業奉仕とは 

１． 職業を通して、社会

に奉仕すること 

２． 個々の職業の理念

を高めていくこと 

今後も時代と共に、理念も変わっていくのが自然な姿だと思

います。（配布資料を次ページに添付いたします） 

 

感謝状（地区会員増強維持委員会委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマイル報告 

斎藤地区委員長ようこそ南クラブにおいでくださいまし

た・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小林会長 
 

米山記念奨学学友委員長斎藤さん、奨学生ｼﾞｮﾝｳﾐﾝ君ようこ

そ。卓話ありがとうございました・・・・岡田、中島、神谷

池田、石塚、小林、飯泉、荒井、深井、瀬尾、石田、赤松、

浅水、斎藤、石川、加藤、池田、染谷、佐藤、仁多見、糸賀

水町、吉田、清村 
 

地区から感謝状を頂き有難うございました。私の長男が東海
汽船のｾﾌﾞﾝｱｲﾗﾝﾄﾞﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ「船と島のある風景」に応募し最
優秀賞を頂きました・・・・・・・・・・・・・・・・藤田 
 

地区職業奉仕セミナーに出席しましたが講演は全て熊本弁で
おもしろかったです・・・・・・・・・・・・・・・・遠山 
 

医院にソーラーパネル設置しました・・・・・・・・・中尾 
 

季節外れの気温、体調管理に気を付けましょう・・・・小山 
 

今日は少々さびしいですね・・・・・・・・・・・・・中島 

 

出席報告 

例 会 日 平成２５年１０月１０日 

会 員 数    ５３名 出席   ３１名 

出席免除者     ８名 欠席   １９名 

出 席 率    ６２％ 前々回 MU    ６名 

M U 修正率   ７５．５％ 会報担当：荒井 

 

 

 

 

 

地区大会ポリオ撲滅チャイティゴルフ大会 

平成 25年10月7日（プレステージ）340名の参加 

我クラブからは飯泉さん、大熊さん、小林武さん、遠山さん

中島さんの5名の参加でした。 

飯泉さん２７位、小林(武)さん４９位、遠山さん６０位 

大熊さん９８位、中島さん１５８位、お疲れ様でした。 

田中作次直前ＲＩ会長より励ましのメッセージをいただ

きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――― クラブプロフィール ――――― 

☆姉 妹 ク ラ ブ  国際ロータリー第3460地区 

         台中南区扶輪社（中華民国台中市） 

☆例 会 日  毎週木曜日（PM0：30～1：30） 

☆例会場・事務局 〒343-0842 

         越谷市蒲生旭町10-14中野ビル 2階 

         TEL 048－987-5761 

         FAX 048－987-5762 

             E-mail info@koshigayasouth-rc.jp 

 

mailto:info@koshigayasouth-rc.jp

