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【点鐘】
【ロータリーソング斉唱】

【委員会報告】

【ゲストビジター紹介】
那倉 和彦 様
【会長あいさつ】
赤松会長
皆さん今日は｡今年度１
７年－１８年度（赤松・
石川）もあと正味三回
の例会となり何か寂し
さを感じる昨今です。
平成３０年の５月の前
半はＴＯＫＩＯのセク
ハラ問題でマスコミが騒ぎ、中盤以降は日本大学アメリカン
フットボール部の前代未聞の反則行為がありましたが、この
反則行為はいまだに終結せず、私的には大学側の理事会で監
督を常任理事から排除することが先決と考えます。日大の体
育学部は昔から一年生が奴隷、二年生が砂利､三年生が天皇、
四年生が神様と言われ、その体質が現在も引き継がれている
から驚きです。
奉仕を前提のロータリ－会員には想像できないのかもしれま
せんが、暴力は無くても言葉のパワハラがあることを忘れが
ちになります。私などは、その昔某クラブで戦いを経験して
います。
何事にも通過点があり、いかに調子よく過ごすかが大切と考
えます。 先輩・後輩の上下関係をいち早く取り除いたのが青
山学院大学の原監督ですね。
そうです､箱根駅伝をこれにより
四連覇へと導いたことは素晴らしいの一言です。
【幹事報告】
理事会報告
① 6 月のプログラ
ムについて

石川幹事

② 親睦旅行 進捗
状況について
③ 最終例会について
④ 会員増強維持選考委員会提案予算（案）
⑤ 6 月のロータリーレートは 1 ドル＝\110－です。

・会員増強維持促進・選考委員会
長澤委員長
平成 30 年 6 月 22 日（火）会員増強の集いを開催します。
第一部 「行列のできるセクハラ相談所」セミナー
第二部 異業種交流会
詳細は後日ご連絡致します。
・親睦委員会
清田委員長
所用で 6 月第１、第 2 例会を欠席する為、親睦旅行の会費
を持って来て頂いた会員は事務局の岡井さんに渡して下
さい。
・吉田バストガバナー
15 年目になった富士山登山を 7/30（月）～7/31（火）に行
います。また、7/7 に説明会を行います。この機会に是非
皆さん参加して下さい。
【卓話】
1.社会奉仕・ごみゼ
ロ運動について。
2.青少年交換事業に
ついて。
3.自己紹介。

深井会員

1. 社会奉仕、ごみゼロ運動について、
発足 ：今年、創立３５周年（１９８４年発足）
。
1983～84 年度、小池会長の時、越谷南ロータリークラブ
創立 10 周年。私は、この時に同クラブに入会する。ボー
イスカウト越谷第 7 団委員長で地区のトップ を務め、
小
池会長は越谷第 7 団の育成会長をしていた。
協議会：ロータリーとライオンズと青年会議所に呼びか
け、賛同を得る。地区の越谷 10 個団、吉川 2
個団、松伏 1 個団とガールスカウト 4 個団が動
員をする。
目的：越谷市内美化運動
ゴミを拾うことが主ではない、意識高揚が目的。
最近は、ごみが出なく、町がきれいになった。
参加者：ロータリークラブの参加が少ない。
以前はロータリーが各クラブとも支援していた、
ボーイスカウト、ガールスカウトが
少子化により、激減、廃団になる所が

ある。
その他の理由として、
（1）親の考え方が違う。
（2）
お互い、仲良くできない、など。
青少年交換について、
A）私が最初に係わった年
1）.1992 年中野理一会長・・・・私は幹事（入会１０年目）
。
メキシコ国ロレンソ・メンドーサ君のホストファミ
リー。
2）.1994 年吉澤会長・・・・国際奉仕委員長。
デンマーク国ピーター。クローウカウンセラーをす
る。
この時、越谷国際交流協会に協力要請、２名の市民
（岩崎さん、藤波さん）が応募した。
3）.1995 年石塚（昭）会長・・・・私は会長エレクト。
カナダ国アンドリュー君
第 1 ホストファミリーをした。日本語が全く分から
ない。
大変な問題発生。⇒ 第 3 ホストから、追い出される。
日本の決まりを守らない。20 歳（大人と言っている）
、
病気を持っていて、隠していた。
あと６ヶ月残し、強制帰国に決定。(後に会長が預か
る）
。
何回もクラブホーラム開き、理事会にて事業の中止を
決定する。後１５年以上にわたって中止する。
4）１９９６年深井会長年度・・・・会長
前年度長期交換留学を止め、国際理解図画展の協力
国のタイ国ﾊﾟｸﾚｯﾄ･セカンダリー・スクールと相互訪
問 短期留学を実施、１５名の越谷南高校の生徒が参
加。
5）２０１３年小林（光）会長・・・・副会長
アメリカ国フロリダ ⇒ コーリイ・ヤング
カウンセラーを務める
6）２０１７年赤松会長・・・・社会奉仕委員長
メキシコ国ラミネス・アントニオ君
カウンセラーを務める。
ホストファミリーは、４家族でしたが、突然宮澤さんが
４ヶ月の予定が２ヶ月で辞退、大変な問題を起きた。
Ｂ）問題発生
1）.派遣学生の宮澤海太君
両親の宮澤さんより、
メキシコのホームスティについて、
苦情あった。家庭を訪問し話を聞く。
費用負担で、２０万円弱送金したと？宮澤さんと詳しく
話しを聞く。他の学生に聞くと多少は必要との様？
当クラブの負担は、約１２０万円掛かると伝える。
◎すると、思いがけない答えが返って来た。
宮澤さんは、海太君は成績優秀で学校の推薦で
代表で派遣していると言われる。
ホストファミリーも学校から言われたものとの事。
この事は、地区委員会に報告する。
（？RC の貢献は？）
2）.アントニオ君
当初、宮澤さんは６ヶ月間と要望、しかし、４ヶ月間に
と強く決定する。しかし、２ヶ月間でおい出す。
アントニオ君の事は注視していたが、体調の変化に気を

つけるのを見過ごした、カウンセラーとして失点あった。
カウンセラーによる移動報告書が宮澤さんが勝手に地区に
報告した。驚いた地区委員会は私に問い合わせて
来た。
３）.宮澤さんの理解
地区交換委員長と委員から、宮澤さんに指導をしたが、理
解が得られなかったとの事。
アントニオ君の扱いもメキシコの海太君と同じ扱いと思
っている。
ロータリーとしての宮澤さんの理解は、疑問？です。
●何で派遣学生として、留学できるのか？。
●どうしてホストファミリーを受けるのか？。
４）.メキシコのロータリークラブ
地区交換委員会は、メキシコ国地区ロータリーに対し、海
太君の件で、厳重な抗議文をだし、その結果、改善を約束
をしたと、報告があった。
5）.派遣学生の両親
募集時、又は説明会で、両親には徹底したロータリーの役
割と貢献度の重要性を説明するよう。
しかし、仁多見次年度委員長によると、家族にはしっかり
と説明されているとの事。これには、親がしっかりと
出席して聞いて理解しているかが問題。
（生徒のみ？）
C. 越谷南高校
学校には、私からこれらの問題について、話をした事は有
りません。
学校から連絡あり、海太君からのメールでアントニオ君の
素性を母親から聞き、問い合わせてきたとの事。
ホームスティを断念した理由の言い訳を言っていた様
です。
この事で地区委員会は、学校と連絡を取っていたよう
です。
私からは、直接事業の継続の中止などと言うような事
は有りません。
最後に、青少年交換事業は、決して家族の理解と協力が
なくて出来るものでは有りません。
この事業は、個人に負担をかけるのではありません。クラ
ブ全員で事業を進めていかなければ、クラブが大きな費用
をかけて行う意味がありません。
【 表彰 】
財団 ポールハリスフェロー+6

中島会員

【スマイル報告】
お陰様で
スマイル
累計

27 件

44,000 円
1,712,352 円
ありがとうございます。

【出席報告】
例

会
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平成 30 年 5 月 31 日

会報担当：木佐

――――― 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

2018 年 5 月 27 日（日）
第 35 回越谷市内清掃美化運動（ゴミゼロ運動）
越谷レイクタウン駅と蒲生駅周辺実施

お疲れ様でした。

