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平成 28 年 9 月 15 日
【点鐘】
【ゲストビジター紹介】
越谷北ＲＣ 鈴木英男様
Ｒ財団派遣奨学生 寺戸佑希さん
Ｒ財団派遣奨学生のご家族 寺戸晴美様
米山記念奨学生 スヌワル・ディペンドラさん
【会長あいさつ】
瀬尾会長
皆様こんにちは。
本日は、我がクラブが世話クラブとなっております、財団
奨学生の寺戸さんに現況報告を、そして米山記念奨学生のデ
ィペンドラ君には卓話をお願いしております。
どちらも皆さんにご協力いただいております寄付金によ
り、運営されている奨学生の制度です。Ｒ財団の財団奨学生
は、我々の寄付金がＲ財団へ行き、戻ってきたグローバル補
助金や地区補助金により、奨学生に与えられる奨学金です。
そして、米山記念奨学金は我々の寄付金が米山記念奨学会へ
行き、クラブへ送金された奨学金を毎月、奨学生に渡してお
ります。
今日は、お二人のお話を聞きながら二つの寄付行為につい
て理解をふかめ、今年度の寄付に繋げていただければと思っ
ております。皆様のＲ財団、そして米山記念奨学会へのご理
解と寄付を改めてお願い申し上げます。
また、本年度はＲ財団の地区補助金を利用して、宮古東Ｒ
Ｃにご協力をいただいて、田老地区の住宅造成地に植樹をす
る計画をしております。そしてこの事業に越谷南高校のＩＡ
Ｃの生徒たちにも参加をしていただこうと思っております。
こちらの事業に対しても皆様のご理解、ご協力を重ねてお願
い申し上げます。

第２０７０回

例会

【幹事報告】
加藤幹事
1、 宮古東ＲＣより台風 10 号被災への義援金送付に対し
ましてお礼状が届いております。主要道路の寸断、市街
地の水没等、東日本大震災の再来を思わせるような光景
に皆、落胆されていらしたとの事ですが当クラブの支援
に心より感謝致しますとの内容でした。ご協力ありがと
うございました。
2、 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より今月の
「ハイライトよねやま」198 号が配信されております。
ホームページよりご参照ください。
3、 2016～2017 年度国際ロータリー第 2770 地区米
山記念奨学部門より卓話者派遣承諾書が届いております。
派遣日： 平成 28 年 10 月 13 日（木）
卓話内容： 「米山月間に因んで」
卓話者： 栗原地区米山記念奨学部門委員長
同行委員：金杉米山記念奨学増進委員長
工藤米山記念奨学選考委員長
4、 国際ロータリー第 2770 地区青少年交換プログラムよ
り 2017～2018 年度青少年派遣候補生 宮澤海大君
の正式な合格のお知らせと派遣学生スポンサークラブ説明
会のご案内が届いております。
日時：平成 28 年 10 月 30（日）11：00～12：00
場所： カルタスホール
5、 地区大会実行委員会開催のお知らせが届いております。
日時： 10 月 31 日（月）午後 6 時～
場所： 越谷コミュニティーセンター 「欅の間」
出席者：地区研修リーダー・部会長・副部会長・関係部
門委員長・地区副幹事・各クラブ参加希望者
6、 ロータリー財団地域コーディネーター（ＲＲFC）より
「メジャードナー顕彰午餐会」のご案内が届いております。
日時：2016 年 11 月 29 日（火）
登録 10：00～10：30
午餐会 11：15～14：00
場所： ウエスティンナゴヤキャッスル 「天主の間」

【委員会報告】
「学友のつどい」に参加して

吉田パストガバナー

2016 年 9/10 日(土) 浦和 ワシントンホテル
ロータリー財団 100 周年記念 学友合同報告会(浅水ガバ
ナー) 今年度.地区では学友部門を創設させて頂きました.学
友とロータリー.学友同士が一同に会して交換することの意
義は極めて大きいと思います.ロータリーに取っては.学友の
皆さまと関係を再構築し絆を強めるという点がまず目標とな
りますそして学友同士はロータリーを介して知り合う仲間と
して様々な情報交換の場として.あるいはお互いに人生をさ
らに豊かにできるきっかけになることを祈っています.報告
会では青少年交換学友.浅水円花さんの発表がありました.
親睦委員会
濱野委員
ゴルフコンペ親睦夜間例会 9/29 日 参加..出席の御願い
夜間例会ではご夫人の参加も大歓迎です

9 月末より学校が始まり構造.建築の歴史.論理.表現.研究室で
のプロジェクト授業
.*10 月 地区大会に参加..ローターアクトクラブミーティン
グ.ポリオ撲滅運動も盛んでロンドンのロータリアンの方よ
り実際にアフリカに行ってきたという話を伺い.世界的な規
模で行われているということを実感しました..
＊冬期休暇
12 人のクラスメイトと一緒に日本へ関東地
方の建築物見学.2020 年東京オリンピックの最終的なロゴ
マークをデザインされた所さん.東京藝術大学の講評会等
＊3 学期にはプロジェクトの締めくくり.となる「ロンドンの
空」についてのプロジェクトを行いました。
年度末には毎年学校で展示会があり、割り当てられた場所
に学生が展示方法を考えて展示します。ロータリーの方をよ
んで、１年間のプロジェクトの説明や学校の設備の紹介をし
ました。
日本では受身的に勉強してきましたがイギリスでは学生
がやりたいことをやるために先生がお手伝いをする、正しい
方向に導く役割でしかないと感じました。
私の夢であったイギリス留学を実現する事が出来、大きく
成長することが出来ました。未熟な私をオリエンテーション
で鍛えていただいた学友会.委員会の皆様、2 年間支えて頂き
ました越谷南ロータリークラブ皆様.本当にありがとうござ
いました..そしてこれからも.どうぞよろしくお願いいたしま
す.
【スマイル報告】

【卓話】
米山記念奨学生 スヌワル・ディペンドラさん
*ネパルー文化の紹介*
山の国と思われていますが
.四季は日本とよく似ています
資源は豊富で.
宗教はヒンドゥ教.民族衣装.
言語.食文化(牛肉はダメ)
等.紹介.
*10 月は米山月間. 各クラブヘ卓話で訪問します.

お陰様で
スマイル合計

【出席報告】
例 会 日
会

Ｒ財団派遣奨学生 寺戸佑希さんとお母さんの晴美様..
御礼のご挨拶.
2015/9 月より
2016/9 月
イギリス.ロンドン
1130 地区に派遣.
ブッシュヒルﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
(世話クラブ..カウンセラー)
* 9 月 私は.イギリス.アイルランド.イタリア.日本の学生と
一緒に住むことになりまして.建築におけるコーダ(音楽用語
で曲の最後のまとめ.スパイス)を与えることロンドンと言う
都市を目的とし 1 年間がスタートしました..
国際交流の一環として 留学生同士繋げる会に参加.イング
ランド中部 スタッフフォードとワーウイック地方への小旅
行がありイギリスの文化.習慣.英語の特徴などすべて英語.緊
張の中.息抜きとなり心が落ち着きました
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会報担当： 田中

――――― 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）
【友 好 ク ラ ブ】 国際ロータリー第 2520 地区
宮古東ロータリークラブ
【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

