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９月１２日 第１９２４回例会
ロータリーソング斉唱
入会式

海野宏明様

常陽銀行越谷支店長の海野さんは、
各赴任先にてロータリー
クラブやライオンズクラブに加入されていたと伺いました。
是非、我がクラブにも５０歳の若い力をお貸しくださいま
すようお願い申し上げます。
会長挨拶
小林光蔵会長
皆さんこんにちは。
この１週間には色々なことがありました。
今週は東京が、日本が一つにまとまった時だったでしょう。
２０２０年に５６年ぶりに東京でオリンピック・パラリンピ
ックが開催されることが決定しました。英語・フランス語の
プレゼンテーション良かったですよね。日本人全体に目標が
できました。国民は、また私達も７年後のオリンピックに向
けて走り出すことでしょう。
東日本大震災は
昨日で２年半経ち、
今日現在で死者１５８８３
人、行方不明者２６５４人
です。被災された方々は未
だに仮設住宅に住んでいま
す。放射能に汚染され、故
郷に戻ることもできず、死に場所を失った人たち。その人た
ちがよく言います。今自分たちが吸っている空気をたまには
吸いに来てくれませんか。
９月１６日は敬老の日です。年寄りは家の宝と言われるよ

うに、日本には老人を大切にする風習があります。昨今、日
本人の平均寿命が延び、８０歳などと聞いてもあまり驚かな
くなりました。
多くの高齢者が元気に活躍しているからです。
８０歳で三度目のエベレスト制覇をした三浦雄一郎氏は、目
標を持ってトレーニングをすれば年齢が高くとも数段の効果
を上げられるといいます。三浦氏は両手足に錘を付け、リュ
ックに３０ｋｇの鉄アレイを入れて歩く訓練をしました。他
社のサポートを受け健康管理をしたうえでのトレーニングで
しょうが、人はあきらめずに努力をすれば年を重ねてもでき
ることがあると立証しました。
個人の努力と合わせて、家庭の中でも家族がお互いに助け合
って暮らせば、それこそ本当の幸せと言えるでしょう。その
ためには、目上の人を大切にすると共に、上の立場の人は若
い人たちを信頼して任せていくことが大事でしょう。
老いも若きも共に相手を敬い、生活していきたいものですよ
ね。
お・も・て・な・し
幹事報告
中島頼光幹事
１ 越谷クラブより９月１０月のプログラムが届いておりま
す。
２ 越谷北クラブより９月１０月のプログラムが届いており
ます。
３ 日韓親善会議の募集が
再度来ております。日時は
１０月１９・２０日の日程
です。ご希望の方は事務局
まで。
４ 地区大会記念ゴルフの
組合せが届いております。
出席関係者に連絡を致します。
５ 委員会構成の最下段に、災害支援担当委員会を前年度よ
り継続して設置します。委員長は吉田会員、副委員長は水町
会員、委員に小林武弘会員と田中由佳会員です。
６ 地区より、
ロータリー財団のメジャードナーの午餐 会の
案内が来ています。１０月４日（月）
。登録料５，０００円で
す。ロータリー財団委員会に付託します。

委員会報告
◇社会奉仕委員会
中村幸江副委員長
今年の越谷市民祭りは９月２９日（日）に行われます。会
員の方は７時３０分集合、社会奉仕委員会の方は６時３０分
集合です。なるべく多くの会員の方々にお手伝い、お願いし
ます。
◇会員増強退会防止委員会
岡田信昭委員長
来週大宮でにて地区の委員会が行われます。大宮ＲＣ直前
会長の方が卓話にいらっしゃいます。出席の方にはポストイ
ンしましたので宜しくお願いします。皆さんもＲＣに興味の
ある方など候補者がおりましたらご推薦お願いします。
◇クラブ定款改定について
深井会員
クラブ定款改定の委員について、メンバーとして深井、会
長、幹事、他の会員数名を指名しますので、宜しくお願いし
ます。
◇カウンセラー報告
深井会員
元気にやっておりますが、先日、咳が出ました。今はよく
なりました。本人用の銀行通帳を作りました。
◇国際奉仕委員会
大熊進会員
川口武蔵野ＲＣ、北ＲＣ、南ＲＣとのリスボン国際大会の
反省会が１０日にありました。北ＲＣの方が大会の写真帳を
作ってくれました。皆さんに回します。
◇広報雑誌委員会
水町俊介委員長
今日のロータリーの友、横組では９ページサッカー大会、
１６ページで新たな出発、２６ページでリスボン大会、３０
ページで初めてのジャパンデー開催。
右から縦組のページでは２ページ変革の時代をどう生きるか、
１６ページでもっと知ろう神話の世界。２５ページで被災高
校生支援プロジェクト。
◇交換留学生報告
コーリー・ヤング君
毎日勉強は楽しいです。
今まで、フィンランド、ア
メリカ、カナダ、ドイツに
行ってきました。日本語の
勉強は難しいです。

３分間スピーチ
池田玄一会員
今日は新世代奉仕月間です。新生代にはインターアクト、
ロータアクト、
ライラ委員会、
青少年委員会などがあります。
青少年の現地職場体験があります。８月に年次大会がありま
す。各ＲＣ持ち回りで２０年に１回、順番が来ます。１１日
に募金活動があります。高校生の交換留学制度があります。
皆さんのご支援宜しくお願いします。
２０１０年、新世代が第五の奉仕部門となりました。
新世代育成・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（従来は国際奉仕部門
でした）の４委員会で構成されています。
新世代育成・インターアクト委員会は、１２歳から１８歳
までの中・高校生を対象にしています。埼玉県教育委員会と
の連携により「フレッシュ高校生社会体験活動プログラム」
で職場体験を通して、中途退学者抑制に寄与しています。イ
ンターアクトは毎年８月に年次大会を、１月には協議会（韓

国第３７５０地区訪問団来日）を開催しています。１１月に
は募金活動（例年、あしなが募金活動、昨年及び本年は東日
本大震災支援募金活動）を行い、３月末からは第３７５０地
区に訪韓しています。
ローターアクト委員会は、１８歳から３０歳が対象です。
チャリティバザーの開催、
乳児院や児童養護施設のお手伝い、
障害のある子供達との交流、駅前・トイレ清掃等の奉仕活動
を実施しています。東日本大震災の復興支援（義援金）等も
行っています。９月２９日にはローターアクト地区指導者講
習会が実施されます。
ライラ委員会は、
１４歳から３０歳までが対象となります。
地域社会の将来の指導者に対して効果的な研修を行っていま
す。昨年は１９歳から３０歳までという条件で、岩手県金ケ
崎町「青年の家」で３月２２日から３日間行われました。最
近は毎年違う場所で開催されているようです。本年度は平成
２６年４月１９日から２泊３日で熊本にて開催されるようで
す。
青少年交換委員会は、１５歳から１９歳までの高校生（第
２７７０地区は派遣時に高校１年生から高校３年生まで）が
対象です。派遣される学生とその交換で来日する学生が１年
間親善大使として交換留学する制度です。ホストロータリー
クラブ、ホストファミリー、カウンセラー、学校が専属で留
学生活の支援をしています。
新世代（青少年）奉仕部門は、ロータリーの未来へと繋が
る大切な奉仕活動であります。皆様の積極的なご支援・ご協
力をお願い致します
ロータリーカップ報告

清村勝之会員
今年度のサッカー大会は
市内の中学２０校が参加し
ました。８月２６日、２７
日、決勝トーナメントが行
われました。
優勝が西中、
準優勝が大相模中、
第３位が光陽中でした。
『 優勝旗 』今年度より優勝旗を作成しました。

『トロフィー・楯 』

スマイル報告
２０２０年東京オリンピック決定、良かったですね
・・・・・小林（光）
、黄
２０２０年オリンピック嬉しいです。２回目の経験です。私
大丈夫かしら、７年後なので・・・・・・・・・池田（節）
結婚祝いありがとうございました・・・・・・岸田、仁多見
コーリー君間もなく１カ月になります・・・・・・・深井
コーリー君、海野さんようこそ
・・・中島、濱野、清村、佐藤（陽）
、石野、石川
コーリー君南高校で勉強頑張ってください・・・・・染谷
コーリー・グッド・ジョブ！・・・・・・・・・・・遠山
ロータリーカップお疲れさまでした・・・・・吉田、田中
コーリー君ようこそ。ロータリーカップ報告ありがとうござ
います・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・池田（玄）
ロータリーカップ報告お疲れさまでした
・・浅水、野呂田、本田、石田、久木野
今年は９月２９日が市民祭りとなります。皆様のご参加よろ
しくお願いします・・・・・・・・・・・・・・・・中村
地区ライラで研修地熊本へ行ってきました。馬肉うまか！
・・・・・・・・大熊
函館の夜景は本当に美しかったです。まだまだ昼間は暑い北
海道の旅でした・・・・・・・・・・・・・・・・・加藤
１１月に当院で四国八十八ヶ所参ります。来年は御開帳です
ので一緒に行きませんか・・・・・・・・・・・・仁多見
第２９回南越谷阿波踊り、皆様のご協賛を頂き無事終了いた
しました。ありがとうございました・・・・・・・・中内
岸田さん例会場にようこそおいで下さいました。とてもうれ
しいです・・・・・・・・・・・・・・・小林（光）
、水町
本日早退です・・・・・・石塚、中内、中野、飯泉、齋藤
遅刻スミマセン・・・・・・・・・・・・・・・・・神谷
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会報担当：中尾

――――― 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

青少年交換派遣学生の田中未菜美さんの報告
派遣先：アメリカ フロリダ州
ホストクラブ：第 6990 地区 Weston Hills Country Club
『 ホストクラブの方々とホストファミリーと 』

スクールバスを使って登校しています。
もちろん授業が全て英語なのとほぼ毎日宿題が出るので、
日本の学校よりも何倍も大変です。でも周りの先生と友達に
は本当に恵まれていので、とても楽しい学校生活を送ってい
ます。授業は英語と数学を 2 つと生物とバレーボールとアニ
メーションとキーボードを取りました。
ホストファミリーがとても優しいのでホームシックとかは
まだそんなにありません。毎週どこかに連れて行ってくれた
り、宿題を手伝ってくれて本当に感謝しています。英語の表
現をよく教えてくれます。
「月例報告より抜粋」

