会長：夢川善裕

幹事：服部智也

例会日：木曜日 12:30～13:3０（夜間例会 18:00～） 例会場：三高サロン
事務局：〒346-0003 久喜市久喜中央 1-5-32 ツジヤビル 3F

本日のお客様

ようこそ久喜ロータリークラブへ

お客様紹介

新会員

蓮実 久司 様

米山記念奨学生

雷 雲恵さん

青少年交換留学生

ロバート君 ・ シトラリさん

SAA 横山会員

会長挨拶：夢川善裕 会長
皆様こんにちは。久しぶ

お祭りの後のご苦労さん会を大浜で予定したところ、今

りに三高サロンでおこな

までにないほどのメンバーの方がお残り下さいまして、大いに

う通常例会です。

盛り上がりました。

普段の例会も、また

お酒は人と仲良くなるための潤滑油の役目をします。楽

外部で行なう色々な例

しくなければロータリーではないので、楽しくお酒を酌み交わ

会やイベントにも毎回メ

しイベントが終了いたしました。

ンバーの皆様の沢山の

１１／１０、１１日は中川ガバナー年度の地区大会が

ご参加をいただきましてありがとうございます。

大宮のソニックシティーで行なわれました。１日目は地区出

１０／２１日の久喜市民まつりでは、野辺地特産の

向者と会長幹事、２日目は全員参加のクラブ紹介がありま

帆立の串焼き 1000 本、美味飯の素 150 食、生の帆

した。１日目は服部幹事と大宮で夜遅くまで緊密な懇親会

立も用意しましたがすぐに完売となりました。今回は野辺

を、２日目は、久喜クラブの白いジャンパーを着て全員で舞

地クラブの皆さんが来ないので久喜のメンバーだけのイベン

台に上がり歩きました。

トとなりましたが、帆立販売も、チャリティーの浮きものすくい

本日は通常例会という事で、理事役員会で承認を頂いてお

も本当に全員で頑張った結果だと思います。特に新しいメ

ります新入会員の御二方が来てくれています。２人とも久喜

ンバーの小柳さん小暮さん木村委員長ありがとうございま

でご活躍の皆さんご存知の方ですので、是非ともこれから緊

した。交換留学生のロバートとシトラリ、米山奨学生の雷

密な親睦をしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお

さん、米山ＯＢの代さんも来てくれました。とくにロバートは

願い致します。

一日ずっと串焼きを焼いてくれました。

さて、今年も残り少なくなってまいりました。立冬を過ぎて冬

翌々週１１／３の菖蒲産業祭では、恒例の手焼き

本番となり、ますます寒くなってまいります。年末にかけて忘年

せんべいの実演販売を行ないました。５枚１００円なの

会等で外に出る機会も多くなるかと思いますので、どうぞお身

で利益は少ないのですが、これまたメンバーのがんばりによ

体にご自愛されそれぞれの皆様がご活躍されますようご祈念

り完売しまして、実費差し引いてもチャリティーの収益を予

いたしまして、本日の会長挨拶といたします。

想以上に得ることが出来ました。
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会員入会式
蓮実 久司 様 ㈱カクダイホーム 代表取締役
親子会員として入会させていただきました。
ロータリアンとして頑張っていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

寄付者報告 米山寄付：服部会員 財団寄付：田村会員、松崎会員、伴会員、倉持会員、夢川会員（左から）

誕生祝い 11 月度 松崎会員、小柳会員、田村会員（左から）。多田会員（欠席）

お客様挨拶
ロバート君 みなさん、こんにちは。これから私は自分の国について話します。カナダはとても大きな国で
す。世界で２番目大きいです。カナダは 15 世紀に誕生しましたが、それまではヨーロッ
パの植民地でした。カナダはフランスとイギリスの文化で有名です。フランス語と英語を
話します。しかし、カナダには、多くの異なる文化があります。カナダは大きな国
ですが、その人口はわずか 37 万人です。カナダには、多くの文化があるので、誰もが異なる文化を、
体験することができます。カナダで、有名な食べ物はメープルシロップとプーチンです。みんなさん、プーチ
ンはチーズとポテトとグレビー。しかし、私たちはあらゆる種類の食べ物食べます。私たちはすべてのアメリ
カの祝日を祝います。感謝祭も祝います。カナダでは、アイスホッケーをして、どこでもスケートアリーナが
あります。カナダの冬は非常に寒くてたくさん雪が降ります。しかし、カナダ人はとても雪に慣れています。カナダの冬はとてもきれい
です。カナダで最も美しい場所はケベックです。あなたがカナダに行くならケベックを訪れるべきです。カナダについてもう少し知ってく
れることを願っています。みんなさん、ありがとうございます。
シトラリさん みなさんこんにちはメキシコから来まし、今日は私の国についてお話しします。自然が多い
です、自然をまもるための場所が 176 もあります。世界の水族館とよばれるジャッククス
トーがあります。44000 以上の遺跡があります、３５の世界遺産
があります。メキシコは海と砂漠と山あって。伝統のある町と文化があります。
親切な人がたくさんいるとてもフレンドリーな国です。メキシコの典型的なおかずはガストロノミーです。地域に
よって味が違います、この料理の多様性がユネスコの無形文化さんになっています。メキシコアボカド、パパ
ヤ、マンゴーの輸出が 1 番です、メキシコのトマトは世界主義楽しまれています、また、メキシコはチョコレー
ト、ヴァニラの発祥地です。そしてテキーラは私たちのほこりです。メキシコでは小さな市場から素敵なレストランでもテキーラを売っ
ています。首都のメキシコしは世界で 1 番、博物館が多い都市です。また世界で 3 番目に空港の多いくにでもあります、メキシ
コもエンジニアリングのおかげで立派な橋がかかり、また車の輸出量では世界四位また航空機部品の世界及び製造量も多いで
す。私は自分の国を愛し誇りを持っています。みなさん一度はメキシコに来てください。よろしくおねがいします。
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雷さん 皆様、こんにちは。米山奨学生の雷雲恵です。本日、よろしくお願いします。
11 月 11 日の日曜日、皆さんと一緒に地区大会に参加しました。数多くの方々が来
場して、すごく盛大な大会でした。そして、最初の頃、私は奨学部門の皆さんと一緒に会
場の 2 階に座りました。会場に座って、始めてみたプログラムは日本の伝統芸能の一つである能楽でし
た。私は古典のものが大好きなので、その能楽の内容はよくわからないですが、すごく興味深く思いました。次回は、もしチャンス
があったら、日本の歌舞伎も実際に見てみたいと思っています。
今はもう 11 月の末になりました。来年 3 月の卒業まで留学生活は残り僅かです。奨学生になってからいろいろなイベントに
参加して、日本の社会や日本の文化を実際に体験できて、それらの体験を提供していただいたロータリーの皆様に本当に心か
ら感謝いたします。私は将来大学で日本語の先生になりたいと考えているので、ぜひそれらの体験を実際の仕事の中で生かし
ていきたいと思います。ありがとうございました。

（株）ウム・ヴェルト 小柳 巧美 会員

卓話

＊別紙資料参照

委員会報告
雑誌委員会 加藤委員長

ロータリーの友１１月号

横Ｐ： Ｐ８～

「ロータリー財団委員会は今」 北 清治ＰＧの寄稿です。

Ｐ１８～ ポリオ撲滅までのガイド
縦Ｐ： Ｐ４～

「児童虐待の実情」 大村子供の家副施設長 松本幸治様

Ｐ１３～ 隠岐の島ウルトラマラソン 川内優輝選手が７年連続参加
幹事報告

今週の報告

服部 幹事

ロータリーレート

11 月 1 ドル＝112 円

11 月 23 日（金） 収穫祭 ロバート、シトラリ参加

例 会 のご案 内
月

日

例会

卓 話

会場・時間

12 月誕生祝い（正倉会員、進藤会員、大塚会員、
6（木）

通常例会

三高サロン

高橋会員、松永会員）
卓話：地区ロータリー財団委員 早船氏（川口 RC）

13（木）
12

通常例会

卓話：年次総会

例会終了後、理事会

クリスマス例会 岩崎宏美クリスマスディナーショー
15（土）
20（木）

＊振替＊

27（木）

＊休会＊

12:30～点鐘

大宮パレスホテル

＊会費は、6 日または 13 日の例会にて集金いたします。
（会員 20,000 円 オブザーバー30,000 円）

12:00～食事（随時）

18:00～例会（ﾁｬﾍﾟﾙにて）
19:00～ディナーショー

⇒ 15 日

今後の予定・その他
月

日

会場・時間

11

30（金） RLI 研修 Part-Ⅱ （高橋）

大宮ソニックシティー9 階会議室 9:30～

12

13（木） 第７Ｇ 会長幹事会

久喜 こいた 18：30～
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SAA 高橋 委員

スマイル報告
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★夢川会長：本日も宜しくお願いいたします。★野原会員：本日もよろしく。
★尾崎会員：嬉しいことがありました。誕生祝いありがとうございます。
★進藤会員：本日も宜しくお願いします。★林会員：小柳さん、卓話よろしく。
★倉持会員：本日も宜しくお願いします。★松崎会員：やっと 67 歳になりました。
★伴会員：本日もよろしく。★田村会員：お花ありがとうございます。
★小柳会員：誕生祝いありがとうございます。★天野会員：風邪に注意してください。
★加藤会員：欠席のおわび。 ★高木会員：欠席のおわび。（敬称略・順不同）
出席報告

11/22 本日の合計

出席委員 田口 委員

42,240 円

定員

免除

出席

ＭＵ

欠席

出席率

50

16

26

2

6

82.35％
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