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８月２２日
点鐘
国歌・ロータリーソング斉唱
お客様 交換留学生
コ―リー・ヤング君
ジュニアカウンセラー
前中理子さん
会長挨拶
小林光蔵会長
2 週間のご無沙汰でした。夏
休みをいろいろな所で過した
方、また終戦記念日（靖国神
社）にお参りに行かれた方い
ろいろいたと思います。
クラブもありました。アメリ
カフロリダより交換留学生コ
―リー君が 1 人来日しました。1 年間滞在して日本の文化、
その他たくさん日本語を勉強していく事と思います。
カウンセラーの深井さんには、大変お世話に成ることだと思
いますが、どうかよろしくお願い申し上げます。
本日 4 人の子供たちが台中に向け羽田より出発致しました
赤松委員長と濱野さんが見送りに行っております。
先日台中クラブよりお手紙が届きました。スケジュール表を
見ますと大変な歓迎を受けるみたいです。聞くと所によりま
すとホームスティ先は申し込みが多く抽選で決めたそうです
高会長より安心してお任せ下さいとのことでした。
今回行った子供達も良い子ばかりです、1 週間ですがたくさ
んの旅の思い出をお土産に持ってくると思います。
話は変わりますが、深井副会長と池田玄一情報委員長と
管理運営部門セミナーに行ってまいりました。
このセミナーに関しても担当者より後日報告があると思いま
す。
私は、例によって基調講演についてお話したいと思います。
テーマは「私の生きがい」雫（しずく）あきさん、越谷市大
泊に浄土宗の安国寺の尼さんで今 27 才の方です。
もちろんお母様は寺の住職さんです。
彼女は変わっていまして体は大きくプロレスラーなのです。
学生プロレス団体お寺プロレスを興行し、プロレスで得た
収益を長野県の善光寺乳児院に寄付する他、乳児院の現状を
知ってもらう為、乳児院訪問ツアー等を企画し実行している
人です。
・事情を持っている赤ちゃんを助ける為、乳児院の手助けを
している。
・人を集める為に子供プロレス体験教室を開き、ミットを持
ちわざわざ殴らせたり、蹴飛ばせたりさせ実感させ、もしも
友達にやったらその子が泣いたらどうする。逆に叩いてあげ

第１９２１回例会

る人です。いじめはやめようねと云う心のおみやげを持たせ
ます。
・ファンと共にバスツアー赤ちゃんとふれあい。名前を太陽
プロジェクトと付け、若手のレスラーも参加して少しづつ大
きくなっているそうです。
・善（よいこと）毅然とは何か、大変悩んだ時があつたそう
です。お経の一節で願わくばこの功徳良い行いを皆様に施し
て下さい。
念仏を唱えると阿弥陀様のお国に行けるそうです。
人の幸を願ってる世の中にしたいとつねづね思っているそう
です。しかしながら中には反対の意見を電話やメールで
言ってくれる方もいらっしゃいます。
「ただあんたは目立ちた
いだけ、赤ちゃん達は迷惑だよ、人を集めてお金の為にやっ
ているのだろ。
」
厳しい激しい言葉をいっぱい聞いてきました
人間は必要とされている限りこのプロジェクトをプロレスを
通じてやって行こうと思っているそうです。
幹事報告
中島賴光幹事
１． 8 月 17 日交換留学生の
コ―リー君が無事到着
致しました。
２． 地区より VTT（職業研修
チーム）の募集が
きております職業奉仕
委員会に付託致します
３． 地区よりRLIロータリーリーダーシップ研究会の案内が
きております。
４． 南越谷阿波踊り実行委員会より協賛金のお礼がきてお
ります。
５． 米山梅吉記念館より賛助会員入会の案内が届いていま
す。1 口 年間 3000／人
秋季例祭 2013/9/14 14:00 講演講師：井上輝夫
米山梅吉記念館会報がきております。
（事務局に保管）
６． 公）埼玉県腎・アイバンク協会より創立 25 周年記念式
典の案内がきております。出席される方は返信はがきが
有りますので利用して下さい。
（社会奉仕委員会）
７． 来週 8 月 31 日（土）部門セミナーが有ります会長・地
域広報委員長（水町）宜しくお願い致します。場所川口
キュウポラ・フレンデア 13：30～16：45 の予定です
８． RI より国際ロータリー世界中の会員名簿の入っている
SD が届いております中身に興味のある方は事務局に保
管してあります。
９． 地区大会記念ゴルフ大会の途中経過が地区より入って
います。
（親睦委員会に渡します）

１０． 8 月 29 日の例会は 8 月 26 日（月）の朝です場所は
しらこばと運動公園陸上競技場です。
１１． 8 月 24 日納涼大会の場所（深井さん宅前）地図プ
リントが有ります。
○委員会報告
・親睦委員会
野呂田委員長
納涼会 8 月 24 日宜しくお願い致します
飲み物の差し入れありがと御座います。まだまだお待ちして
おります。

青少年交換留学生
コ―リー・ヤング君
アメリカのフロリダから来ました
日本語が少しわかります、少し話せます。
アメリカを代表する起業家になる事が目標です
サッカーが好きです。
相手の為にボランティアをすることが趣味です
富士山に登りたい、桜を見たいです。

・新世代委員会
佐藤 太委員長
8 月26日サッカー大会お客様も
多く来られるので、小林会長に
恥をかかせないよう大勢の参加
宜しくお願いします。
・社会奉仕委員会
小林 武弘委員長
市民祭りの協賛金のお願い致します。
ジュニアカウンセラー 前中理子さん
浦和北ロータリーさんスポンサーでフロリダ 6950 地区に派
遣で行っていて 7 月に日本に帰ってきました。
コ―リー君とはフロリダで海やパーティーで会っています。
ジュニアカウンセラー として頑張ります。

・国際奉仕委員会
赤松 委員長
8 月 22 日今朝
4 人の子供たちが、
台中南區扶輪社の地へ
旅立ちました。
空港でひと騒ぎあり
ましたが、無事出発
致しました。

○米山部門セミナー報告
石塚委員長
8 月 3 日米山記念奨学セミナー
に小林会長と行ってまいりまし
た。
そこでグループセッションを行
いました。3 つのテーマで
セッションをしました。
1、 寄付と奉仕について
2、 奨学生との交流について
3、 記念事業の要望について
○リスボン世界大会報告
スライド鑑賞

大熊会員

加藤会員

スマイル報告
コ―リー君アメリカフロリダよりようこそ・・・
小林会長・池田（玄）
・浅水・丸山・石塚・岩渕・石川
岡田・本田・小林（武）
・濱野・池田（節）
・中村・中尾
佐藤（陽）
・中島幹事・吉田・田中・新井・飯泉・神谷
米山・リスボン国際大会報告御苦労さまです・・・
奥野・岩渕・久木野・糸賀
本日早退すいません・・・斎藤・仁多見
クラブ並び会員の皆様より阿波踊りに多大なるご協賛金を頂
きまして御礼申し上げます・・・ 中内
今年の夏旅行は 35 年ぶりに岡山と倉敷初めて出雲大社、
鳥取
砂丘、天の橋立へ出向きました、暑かった・・大熊
やっとすずしくなりましたネ・・・・小林会長
まだまだ暑いので気をつけて・・・・中島幹事
残暑お見舞い申し上げます。
・・・加藤
コ―リー君 8/17 からきております。ジュニアカウンセラー
前中理子さんもよろしく・・・深井
サッカー大会御参加お願い致します・・佐藤（太）
いよいよサッカー大会佐藤委員長お疲れ様・・・石田
台中南 R.C へ向けて 4 名の子供たちが出発しました・・赤松
11 月に四国八十八ヶ所霊場第一弾で徳島県回ります。
興味のある方いますか・・・仁多見
水分補給わすれずに・・・小山
納涼会宜しくお願いします。
・・・野呂田
八潮 R.C へメ―キャップに行ってまいりました。田中前 RI
会長とお会いできました。親切にして頂きました。
・・染谷
お久しぶりです・・・瀬尾
ジミーちゃん似のコ―リー君、頑張ってください。
・・遠山

リスボン国際大会 地区ナイト(６月 22 日)
田中作次ＲＩ会長と記念撮影

八潮ＲＣへメーキャップに行って来ました。(８月 20 日)
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会報担当：石川

――――― 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

