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２６年６月１２日
会長挨拶
小林光蔵会長
皆さんこんにちは。今回は少し野球の話をしようと思いま
す。９５年前にアメリカのメジャーリーグで活躍したジョ
ー・スウェル氏は、１４年間の現役生活でわずか１本のバ
ットしか使用しませんでした。現在のメジャーリーグの選
手は、年に２０ダース（２４０本）以上のバットを注文す
る、と言われています。それに対して、たった１本のバッ
トを折ることもなく、７０００本以上の打席を乗り切った
ことは驚異といえるでし
ょう。その理由について、
彼は私がバットの正しい
スイングを身につけてい
たからであろう。また大
切に扱い、手入れもおこ
たらなかったといいます。
後に野球殿堂入りが決定し、野球博物館にスウェル氏のバ
ットを展示したいという申し入れに対して、それは無理だ。
腕だけを博物館に渡せるものかと応じませんでした。彼に
とって、バットは身体を一部だったのです。道具は使い込
むほどに愛着が湧いてきます。道具は使い込むほどに愛着
がわいてきます。
正しく大切に扱い、心を込めて手入れすると、寿命が延び、
持ち主の期待に応える働きをしてくれます。日頃使ってい
る物や道具にも命があるのではないでしょうか、と野球を
やっていたころに、監督さんに教えられました。
以上会長挨拶とします。
幹事報告
１、6 月 27 日の夜間例会に渡
邉ガバナーがいらっしゃいま
すので、皆さんご参加をお願
いいたします。

中島頼光幹事

委員会報告
◇出席委員会
深井良孝委員
次年度の出席委員会と会場運営委員会を明日 6 時 30 分か
ら大門で開催しますので、ご参加お願いします。
また、出席担当者が新会員で、皆さんの名前を憶えている
途中ですので、皆様の方から声をかけて出席を取るように
してください。よろしくお願いします。

第１９６１回例会

◇ロータリー財団委員会
奥野明彦委員長
ロータリー財団への寄付ですが、まだ寄付がお済みでない
方はぜひご協力をお願いいたします。
◇次年度親睦委員会
久木野光弘委員長
本日例会終了後に委員会を開催しますので、次年度親睦
委員の方はお残り頂きますようお願いいたします。
◇次年度ガバナー補佐より
委嘱状の授与
・ＩＭ実行委員長
小林会長へ
・ＩＭ記念ゴルフ大会実行
委員長 石田会員へ
・ガバナー補佐幹事として
二川会員へ
３分間スピーチ
ロータリー情報委員会浅水尚伸委員
私は，2013～2014 年度地区職業奉仕委員会に出向させ
ていただきました。地区では，クラブと同じように，9 部
門の部門委員長の下に，さらに小委員会が設置されており，
財団や青少年部門のよう
に一つの部門に，6 つも小
委員会があるもののあり
ます。私が所属した職業
奉仕委員会は，奉仕プロ
ジェクト総括の 3 つの部
門(職業奉仕・社会奉仕・
国際奉仕)の中の一つで
あり，小委員会は，１つなのに，部門でもある，言い換え
れば，部門委員長と委員長が一つの委員会にいるような形
になっています。委員は，部門委員長・委員長を含めて，
8 名でした。毎月 1 回程度の委員会をガバナー事務所で５
時 30 分ころから行い，様々な地区行事の打ち合わせを行
ったり，ときには，北パースト・RI 理事にお話を伺うな
どの勉強会も行いました。委員会には，パストガバナーが
担当諮問として，また，担当副幹事も出席します。会議自
体は，1 時間程度で，会議後は，毎回，懇親会をしました。
だいたい，居酒屋が多かったのですが，どんな偉い人が来
ていても，割り勘でした。
今年度，委員会としては，職業奉仕セミナーとして，麻
田メモリアルフライトの講演・九州ルーテル学院の先生の
講演，田中前 RI 会長をお招きしての夜話会などを企画し，

皆様にもご参加いただきました。また，委員の一員として，
各クラブに職業奉仕に関する卓話をしに行きました。5 回
くらい行かせていただきました。かなり，心配していまし
たが，どこに行っても，優しく，暖かく迎えていただき，
意地悪な質問などするクラブは，皆無でした。知り合いも
増えて。今となっては，楽しい思い出です。大塚諮問を含
め，委員のメンバー全員が愉快な楽しい人ばかりで，懇親
会も，いつも，夜中まで盛り上がっていました。このよう
な楽しい地区への出向を，若いうちに経験されると，ロー
タリーライフの幅が広がると思います。職業奉仕委員会の
メンバーも，鴻巣・八潮・大宮・桶川などの各地から集ま
っており，年齢も，30 才代から 70 歳代までおり，会長未
経験者が 8 名中，3 名おりました。これから，われわれの
クラブは，否が応でも，地区の中心となって，地区を引っ
張っていく立場になります。多くの皆様に地区に関心を持
ってもらい，機会があれば，出向してください。我が南ク
ラブの雰囲気と地区の委員会の雰囲気は，変わりません。
安心して，出向してください。
米山功労者表彰
石塚会員
第８回マルチプル
当クラブ
第３１回

お客様挨拶
◇越谷北ロータリークラブ 高𣘺正美様
皆さんこんにちは。貴ク
ラブの小林会長より、先
日の合同例会の際に、ぜ
ひ今年度中にメイクアッ
プに来てくれ、と言われ
ておりましたので、年度
末ぎりぎりになってしま
いましたが、訪問させていただきました。今後ともよろし
くお願いいたします。
◇ロータリー財団奨学生 寺戸佑希さん
今日は。2770 地区のロータリー地区財団奨学生として
越谷南ロータリークラブから奨学生に選んでいただきま
した寺戸佐希と申します。
先月の記念式典に招待していただきましたので、その際
に私の顔を覚えていただけた方もいらっしゃるかと思い
ますが、今回が越谷南ロータリークラブの例会への初めて
の出席ですので、今回は感謝の意を述べると共に自己紹介
と留学の目的等簡単に述べさせていただきます。
まず最初に自己紹介をさせていただきます。
私は埼玉県越谷市川柳町出身です。
家族は、父はすでに他界しておりますので、母とラブラ
ドールの犬１匹です。
高校時代は春日部共栄にてバレーボールをしていまし

た。現在は１年間の浪人を経て、兵庫県の関学、総政・都
市政策にて建築を学んでいます。
関学の本校は神戸の西
宮ですが、私は神戸の三
田キャンパスで学んでお
ります。今回は三田銘菓
の俵もなかを持ってまい
りましたので、ぜひ召し
上がっていただけたらな
と思います。
現在は４年生ですので、研究室に所属しています。私の
所属する研究室では建築の意匠について学んでいます。
去年は京都建築スクールという建築と都市計画をあわせ
た案を競い合うコンペティションに参加し、他の参加校と
共に本にまとめられるに至りました。
次に留学の目的を簡単に述べさせていただきます。
私は留学を通して世界中の人の生活を見て学び、人々の生
活をさらに良いものにしていきたいと考えています。その
ために、私は建築学を専攻しています。なぜなら、人間の
生活の基本となる「衣・食・住」のうち、「住まうこと」
の多くの役割を担っているのが建築だからです。人が日常
的に使う空間や、美術館や遊園地などの非日常的な空間の
ほとんどが建築によって構成されています。ですが、人々
は、それを無意識に利用しており、建築の持つ可能性は十
分に発揮されていないように思います。そこで、私は直接
人に接する機会に恵まれている建築には、社会に訴えかけ
るに足りる力があると信じています。よって私は将来、建
築によって社会に影響を与えることのできるような建築
家になりたいと考えています。
２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災では、多
くの人が家族や家を失いました。この震災を受けて、建築
家の伊藤豊雄氏を筆頭に３人の建築家が、「ここに、建築
は可能か」という問いを前に立ち上がりました。彼らは建
築家として被災地における建築の可能性を探りました。そ
の結果、陸前高田市に「みんなの家」を建てるに至りまし
た。「みんなの家」とは、陸前高田市の住民と建築家が一
体となり共に考えた建築物です。「つながり」を再生させ
るために周辺の住民たちが集まる建物です。それは、震災
によって途絶えてしまった様々な人との関係をもう一度
取り戻すための役割を担う家です。このように、建築には
物理的な建物としての役割だけでなく、社会的にも情報や
意見を発信することのできる重要な役割を担うことがで
きるものであると考えています。
今回は奨学生に推薦していただき、また、選んでいただ
きありがとうございました。
これから、私はロータリークラブの国際親善に貢献でき
るように頑張っていきたいと思います。またロータリーク
ラブでは、このような例会を含め留学前に様々な活動に参
加させていただけるとうかがっております。
これから、ロータリアンのみなさんと関わっていけるこ
とを楽しみにしております。
これから、どうそ、よろしくお願いいたします。
◇青少年交換留学生 コーリー・ヤン君

皆さんこんにちは。コーリーです。今日は僕にとって最
後の例会ですね。この交換は早すぎます。８月、飛行機か
ら日本を初めて見たことを鮮明に覚えています。その時か
ら、僕はたくさんの思い出をつくりました。５件のホスト
ファミリーと暮らしたこと、たくさんの友達を作ったこと、
陸上部の合宿を乗り切ったりもしました。ホストファミリ
ーの方たちはとても親切で、僕を温かく迎えてくださいま
した。僕の日本語が分かりづらいときには、上達のために
手助けをしてくださいました。特に、食事のときは、たく
さん食べる僕のためにホストファミリーたちはいつもた
くさんのご飯を作ってくださいました。僕は僕の家族と母
国の文化について教えました。ホストファミリーたちに出
会えて良かったです！これからもホストファミリーの
方々とはずっと連絡をとりつづけていきたいです。
きれいな日本の自然を見れたし、お正月もすごせました。
横浜の中華街にも行き、浦和レッズの試合も見ました。ホ
ストファミリーとたくさんの思い出をつくりました。ホス
トファミリーの家にいたペットとも仲よくなれました。は
じめは僕に対して吠えたりもしましたが、時間が経つにつ
れて少しずつ仲よくなりました。
又、学校では陸上部に入りました。フロリダではサッカ
ーをしていたが、陸上部の練習はとても辛かったです。
毎日の練習はきついですが、たくさんの友達が出来るにつ
れ速く走れるようになりました。登校は遠くてとても大変
ですが同級生と喋れるし授業で新しい単語を覚えられる
ので学校が好きです。
僕は日本語が上手くなりたいので、毎日日本語を勉強し
ています。去年の８月日本の空港で初めて知った単語をま
だ覚えています。「暑い」という単語です。日本の夏は暑
いですね。日本語でいっぱい面白い間違いをしたのも覚え
ています。初めて高校に行ったとき、同級生がつまずいて、
僕が「ぶさいく」と言ってしまいました。「ぶさいく」と
は「ドジ」という意味だと思ってたので、とても大変な間
違いをしてしまいました。その後は誤解は解けて、彼とは
今では親友です。
アメリカと日本の文化は全然違うので、たくさん学ぶこ
とができました。さらに世界中に知れ渡っている日本食の
しゃぶしゃぶや焼き肉は何回も食べたことがあります。特
に食べ放題は最高でした。
ロータリーは僕にこの交換の経験をくれたので言葉に
表せないほど感謝しています。
今週の日曜日最後のロ
ータリーオリエンテーシ
ョンがあって、金曜日陸
上部をやめてあと２週間
くらいで学校を終えなけ
ればいけません。
越谷南ロータリークラ
ブは僕にスポンサーしてくれたので、この素晴らしい経験
から僕は成長することが出来ました。
最後に、１２月にガバナーと写真をとってきたので、メ
ッセージを何でも書いてください。
心からありがとうございました。
お世話になりました。

卓話 シドニー国際大会参加報告
吉田豊治会員
皆さんこんにちは。越谷南ロータリークラブの吉田です。
５月３０日から６月６日
まで、オーストラリア・
シドニーの国際大会に参
加してきました。いつも
はツアーに参加する形で
行くのですが、今回は仲
間３人で個人的に行って
きました。うちの地区か
らは３００名くらい、日本からは８００人くらいかと思い
ます。何枚か写真を見ながらお話しします。
向こうではいろいろな国のロータリアンと知り合うこと
が出来ました。また、当２７７０地区では、毎年国際大会
のあるところでガバナーナイトというイベントを開催し
ています。ガバナーエレクトのクラブが担当します。当ク
ラブではソウルでの国際大会の際にガバナーナイトの担
当になります。今回は２００名くらいの方が参加していま
した。また、今年はＲＩ理事とし北清司さんがいますので、
当地区が朝食会を実施していました。
２０１４－１５年度国際大会はブラジルで介され、２０
１５－１６年度国際大会はソウルで開催されます。この時
には、先ほど申し上げた、ガバナーナイトを、当クラブが
担当することになりますので、今のうちから予定を入れて
おいてください。よろしくお願いします。
ではみなさん、現地でお会いしましょう！
スマイル報告
お客様、ようこそ。
（浅水・池田玄・石田・久木野・小林武・
清村・中村・濱野・本田・吉田）
多くのお客様ようこそ。
（石塚）
ゲストの皆さんようこそ（佐藤）
お客様ようこそおいで下さいました。
（田中由）
お客様いらっしゃい。
（深井）
北クラブ髙橋さんようこそ。
（岩渕）
越谷北クラブ髙橋正美さんようこそ。
（齋藤）
越谷北クラブ髙橋さんようこそおいでくださいました。
（小
林光）
髙橋さんようこそ、いらっしゃいませ。
（中島）
寺戸さん４０周年式典において大変お世話になりましたね。
とてもステキでしたよ！（小林光）
寺戸さんいらっしゃいませ。
（中島）
北ＲＣの髙橋さんようこそ、ゴルフのにぎりよろしく。お客
様いらっしゃいませ。
（飯泉）
吉田さん国際ロータリー大会出席御苦労様でした。
（糸賀）
吉田さんシドニー卓話ご苦労様でした。コリー、寺戸さんよ
うこそ。
（岩渕）
越谷北ロータリークラブ髙橋様、ロータリー財団学生寺戸
様・保護者様、交換留学生コーリィヤング君ようこそ。吉田
パストガバナー国際ロータリー大会ご苦労様です。
（奥野）
越谷北ＲＣ髙橋様、寺戸さん、コーリィヤング君、皆様よう
こそお越しくださいました。
（神谷）
お客様ようこそ、吉田さん国際大会ご苦労様です。
（瀬尾）

吉田さん国際大会お疲れ様でした。
（染谷）
髙橋さん、ようこそ。吉田さんご苦労様でした。
（中野）
国際大会の報告ご苦労様です。
（仁多見）
久しぶりです。今後共よろしくお願い致します。
（池田）
節子さんお久しぶりです。又、ロータリーを楽しみましょう。
（石川）
小林年度もあとすこし、無事帰港する事を願います。
（大熊）
本日、早退致します。明晩の委員会よろしくお願い申し上げ
ます。
（加藤）
久しぶりです。
（高橋）
出席とらせていただいてます。
（田中誠）
遅刻して申し訳ありません。
（土井）
コーリー君スピーチ、グッド、ジョブでした。
（遠山）
ちこくすみません。
（二川）
毎度お世話になっております。思い起こせばチャーター発足
より、お仕事を頂き、４０年間も当店の弁当を食して頂き永
い間、本当にありがとうございました。これからも、どうそ
お店の方に足を運んで頂きたく、宜しくお願い申し上げま
す。
（大内（長島才子）
）
雨で仕事になりません。
（野呂田）
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