国際ロータリー第２７７０地区

２０１５～２０１６年度

会長 中島 頼光
幹事 遠山 浩人
会長エレクト 瀬尾 拓也
ＲＩ会 長 テ ー マ『世界へのプレゼントになろう』
地区テーマ
『ロータリーは奉仕を通じて、人づくり、自分づくり』
クラブ会長テーマ『全員参加の楽しい奉仕を、インターネットの充実を目指そう』

平成２８年 4 月 7 日
【点鐘】中島会長
国歌斉唱「君が代」
【ロータリーソング斉唱】
「奉仕の理想」
黙想
誕生月・結婚・記念月の
お祝い「親睦」
誕生月 荒井信宏会員
石川勝利会員
大田拓也委員

結婚記念月 飯泉会員
小林光蔵会員
荒井信宏会員
田中由佳会員
大田拓也会員

【ロータリーの目的唱和】
【四つのテスト唱和】
【ロータリアンの行動規範唱和】
【ゲストビジター紹介】
ガバナーエレクト浅水尚伸様
越谷南高校インターアクト
高取淳子先生・矢島真紀様・松田優子様
【会長あいさつ】

中島会長

３日位前に自宅の方へ
2012-2013 年度地区幹事の
小林玖仁男さんから一つの郵送
物が届きました。
最初は何か宣伝物と思いそのま
まにしていたのですが開封致しまして、何か気になる文字が
目に入りましたので、一読した内容です。
小林さんは不治の病にかかり、
自分の思いを綴ったそうです、
その中の最初の方ですが死への旅の工程表とゆう題目が目に
入りましたので皆さんにご披露致します
日本では死をタブー視して死への教育は一切放棄してきたか
ら、いちいち手探りで克服しなければいけない、本当は早く

第２０49 回例会
から死を考えることで、ずっと受け止めやすくなると、書い
てありました。
別にイデオロギー的に思ったわけではありませんが、なるほ
ど一理あるなと書いてありました。なるほどと感じましたの
で述べさせていただきます。死を克服するには段階があるそ
うで
第一段階 否認、自分がまだまだ死ぬわけないと否認を
するそうです
第二段階 怒り なぜ自分がこんな目に合わなければ
いけないのか、
第三段階 取引 私の悪い処は改めますので何とか命は
助けて下さい、
第四段階 抑うつ 運命に対して絶望感を感じうつ状態に
なりすべてに絶望を感じてくる。
第五段階 受容 死を受容する最終段階に入る、需要段階の
最終はすべてを悟った解脱の境地が現れる
第六段階
死後の世界を信じる永遠の未来を積極的に
持ち込む、これも人生、誰も経験することですがその先を
知っている人はいません
楽しく元気でゆきましょう
【幹事報告】
3/24 理事会承認

遠山幹事

１ ４月５月プログラムの承認
2 新米山奨学生受け入れが承認
（ネパール人、
ディペンドラ）
３ 越谷葱祭りの後援が承認
（越谷５クラブがスポンサー
になりお金はかからず）
４ 台中南ＲＣ訪問収支報告が承認
５ 台中南ＲＣ行政会議の報告
６ 宮古東ＲＣとの友好クラブ締結が承認
７ 例会場の賃貸契約の更新が承認
８ 青少年留学生のローラの緊急帰国が承認
幹事報告
４月４日川口モーニング、越谷北チャリティーゴルフに参加
された皆様お疲れ様でした

【委員会報告】
社会奉仕委員会
本田委員長
社会奉仕、青少年奉仕委員会を
例会終了後に行います

親睦委員会

小林委員長

国際奉仕、親睦委員会を例会終了
後行います

青少年奉仕
岡田委員長
４月３日無事帰国されました

マイロータリー推進委員 深井委員
マイロータリーの登録１００％で
お願いします

【ロータリーの友 ２０１６-４月号注目記事】 奥野委員
縦組みより
(26 ページ)ROTARY AT WORK
当クラブの
「認知症サポーター養成講座」
の記事が掲載されました。
１）
（４ページ）山形県の庄内方
言について
横組みより
１）
（３ページ）ラビットラン会長がインドのコルカタでマザ
ー、テレサにお会いした時の話
２）
（１２ページ）ロータリークラブが行う海外の教育支援に
ついて
３）
（１４ページ）ポリオ撲滅活動について
４）
（１８ページ）米山梅吉の生涯について
５）
（３８ページ）国際ロータリーの理事会の様子について

高校生海外研修派遣団
越谷南高校インターアクト部
２０１６年３月２５日から３月３０
日まで
大韓民国 京畿道３７５０地区へ２
名
越谷南高校顧問
高取淳子先生
青少年交換はとてもいいことで、
若い時の機会は大切なこと、
その機会をいただけてとてもありがたいです、韓国の学生も
日本の文化を知っていただくいい機会だと思います

矢島真希様
５泊６日の韓国行かしていただき
ました。ホストファミリーにとて
もよくしていただき、楽しく過ご
させていただきました。
２日目インサドンというとこで買
い物をしました浅草のようなとこ
でイオンのようなデパートでした。
チキンが出たのですがとても辛か
ったのが印象でした
３日目交流会ダンス、テコンドウなどを見ました芸術高校が
多く見ごたえがありました
４日目江バーランドへ行ったのですが、絶叫系の乗り物が乗
れませんでした
５日目さむい高校へ行ってきました。学食へ行ったのですが
辛くて食べられなかったのですがアイスを食べながらサッカ
ー見学をしバディーが付き仲良くＳＮＳのやり取りをし楽し
く過ごせました。
６日目刺身が出たのですが、胃腸炎になってしまいました
いろいろありましたが、とても勉強になるいい経験をさせて
いただきありがとうございました。
松田優子様
矢島が皆言ってしまったので、言うことがなくなりました。
付け足しでいうと、バスの中は大音量の音楽でびっくりし運
転も荒かった。２４回のキリスト教
のマンションのようなとこで５人で
泊まりました。ホストファミリーに
焼肉屋に連れて行っていただき、焼
き肉をごちそうになりました
牛の首がおいしかった。黄砂がすご
くてびっくり、霧のようでした。治
安は思っていたより良くて、江バー
ランドはディズニーそっくり、学食ではとっぽぎを食べたの
ですがとても辛かった。ホストのお母さんがとても優しくい
ろいろも来アイス食べたりアニメ見たり韓国なら１年くらい
いてもいいなと思いました
ライラ報告
大熊委員
２日から４日に朝霧高原、富士
山ＹＭＣＡに行ってきました
牧場体験、盲導犬体験グループ
討議他寒かったのですが、初め
て乳牛絞りの体験をしました
バターつくりでは振ることが大
変でしたがおいしかったです牛
舎のにおいがとてもすごかったのですが１０分ぐらいで慣れ
ました２億５０００万かけた牛舎ではコンピューターでの搾
乳、すごいです
牛は人工授精で１０年ぐらいで肉となります
３日間雨でしたが大熊さんがいたから雨だと皆に言われ楽し
い研修でした

【スマイル報告】
４月の最初良い行事の多い毎日です・・・・・・・中島会長
４月になりました暖かくていいです・・・・・・・中島会長
お客様ようこそ・・・・・・・・・・・本田委員、濱野委員、
吉田委員、深井委員、木村委員、加藤委員、石野委員、
中村直弘委員、中内委員、野呂田委員、土井委員、斎藤委員、
石田委員、池田委員、
浅水ガバナーノミニー、越谷南高校の皆様ようこそ韓国訪問
報告ご苦労様です・・・・・・・・・・・・・・・奥野委員
インターアクトの皆さん報告ありがとうございます・・・・
岡田委員、中野委員、小林武弘委員、中村幸江委員、
神谷委員、瀬尾委員、浅水ガバナーノミニー
誕生日祝いありがとうございます・・・・・・・・石川委員、
記念月祝いありがとうございます・・・・・・小林光蔵委員、
飯泉委員、田中由佳委員
本日もよろしく・・・・・・・・・・・・・・・・赤松委員
遅刻すみません・・・・・・・・・・・・・・・・佐藤委員
誕生、記念月おめでとうございます・・・・・・・金野委員
小林光蔵さんイメチェンで若返りました・・・・・遠山委員
越谷南、赤松様、春日部西岩上様よりお仕事いただきました
ありがとうございます・・・・・・・・・・・・・長澤委員
雨の中多数の参加ありがとうございます・・・・田中誠委員
昨月のコンペ参加の方ご苦労様です・・・・・・仁多見委員

スマイル合計 ３２件

４８，０００円

【出席報告】
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会

員
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平成２７年７月２日
５4 名
14 名
70％
92％

出席

36 名

欠席

18 名

前々回 MU

12 名

会報担当：野呂田昭仁

――――― 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

