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
武蔵野銀行久喜支店長

阿部 秀夫 様

地区ロータリー財団部門資金推進委員会
早船 雅文 様（川口 RC）
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

会長挨拶：大塚 勉 副会長
～夢川会長よりメッセージ～ 代読
本日の例会、出席できず大変申し訳思っております。
今、私は文化会館にて園児たちの「表現発表会」の本番リハーサル中です。時間はつくるものと言
われ、何とか例会出席のために思案しましたが、どうしても会場を抜けることができないことをお許しくだ
さい。
今日は、地区ロータリー財団部門資金推進委員会 早船 雅文 委員長にお越しいただきまし
た。早船さんとは、青年会議所 埼玉ブロックの役員の時に一緒にやらせていただき、お世話になった友人であります。いまも同
窓会等で楽しくお酒を飲んだりするお付き合いをさせていただいております。 本日の卓話、どうぞよろしくお願いいたします。
また、今回の例会は、12 月お誕生日の方にお花をお渡しすることになっております。ことらの方も大塚副会長、服部幹事よろ
しくお願いいたします。

正倉会員:7５歳をなり 進藤会員:人生、ピンク 大塚会員:70 歳(古希)
ました。70 歳をすぎたら、 の花のように生活をして です。来年は会長として
やらせていただきます。
若返っていきたいと思いま いきたいと思います。
す
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高橋会員:歳はとって
いきますが、いつまで
も青年のようにがんば
っていきたいと思いま
す。

松永会員:51 歳にな
ります。亡くなった父と
同じ歳になりました。

ロバート:カナダで 18
歳は大人です。どうも
ありがとう。

お客様挨拶
ロバート君 みなさんこんにちは。日本人は、私が会った中で一番いいと思います。日本で友達をたくさ
んつくりました。ホストファミリーが一番やさしいです。今、進藤さんの家にいます。私の
靴下がさけていたら、新しいのを買ってくれました。私は、回転寿しに行きました。注文
するのがむずかしいです。でも、おばあさんは、私の注文を手伝ってくれました。今日は、誕生日とクリス
マスをありがとう。
シトラリさん みなさんこんにちは。今日は、私は皆さんに感謝しています。もうすぐクリスマスとお正月。
ちょっと私は、かなしいとさびしいと感じます。でも、初めての日本のお正月は楽しみで
す。冬休みを楽しみにしています。今、私は陸上部に入りました。土曜日に次のホスト
ファミリーに交換します。次は、伊奈町で、学校まで遠いです。次のホストファミリーのやさしそうなので、
心配はしていません。来週の土曜日に、静岡県に行きます。次のお母さんは、自転車のプロです。最
近、フランス人の友達と足利フラワーパークに行きました。クリスマスイルミネーションがとてもきれいでした。メリークリスマスとお正月
が楽しみです。ありがとうございました。
雷さん 皆様、こんにちは。米山記念奨学生の雷雲恵です。本日、よろしくお願いします。
今日は、電車が３０分位遅れてしまい、来るのが遅れてすみませんでした。
最近は、修士論文の提出日が近づいていて、バイトを休んでいます。週に１回スーパー
に行き、１週間分の食べ物を買ってきます。毎日、部屋の中で過してきました。今の時期こそ、奨学金
を提供して下さった皆様に、本当に感謝しています。奨学金のおかげで、勉強する時間が取れ、自分
の研究にも集中できるようになりました。ありがたく存じております。これからは皆さんに感謝する方法は、いい修士論文を書くこと
だと思います。これからは修士論文の完成に向かってがんばっていきたいと思います。ありがとうございました。
武蔵野銀行久喜支店長 阿部 秀夫 様
皆様こんにちは。本日はお招きいただきました。私は、久喜の町に思い出がありまして。出身は、隣の
杉戸町です。小学校の時に、周りで遊ぶところがなかったので、久喜のヨーカドーが遊びでした。自転
車できて、レコードを買った記憶がありました。また平成３年（1991 年）武蔵の銀行に入行しまし
た。その時、最初の銀行が、当時の久喜支店でした。当時、先輩やお客様から“社会人とは何ぞや”
と教えていただきました。今は支店長としてきたことは、皆様に恩返しをするべきなのかということを考えております。先日は、久喜
中学校の全校生徒さんの前で、1 時間ばかり講演会をさせていただいたり、そういったことで地元久喜の皆様に、少しでも貢献
できるようにやっていきたいと考えております。また、久喜ロータリークラブを通じて、勉強させて頂きたいと思いますのです。どうぞ宜
しくお願いいたします。本日はありがとうございます。

卓話

地区ロータリー財団部門資金推進委員会

皆様、今日は。地区財団資金推進委員長の早船です。
川口ＲＣの所属です。

早船 雅文 様（川口 RC）
いるかについてですが、1905 年ポール
ハリスほか 3 名によりシカゴＲＣが創

今回は、財団卓話として、まず 5 年前に行いましたグロー

設され、1917 年アーチ・クランフＲＩ

バル補助金を使っての RID5340 地区へのＲＩＤ2770 地

会長による基金の提唱が財団の前身

区からの VTT の報告と、財団の基本的なお話をしたいと思

になり、1931 年にＲＩ財団が信託

います。その前に、なぜ 11 月がロータリー財団月間となって

組織になりました。そのなった月が 11 月でしたので、11 月が
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財団月間となりました。

た。さて、地区の車は地区の役員ガバナーエレクト・ガバナー

それでは、グローバル補助金を使ったサンディエゴ VTT につ

ノミニー・パストガバナーの方々が、運転してくれました。さすが

いてお話します。この 2770 地区から「アルツハイマー病及び

にアメリカは大統領が自ら動く国で、トップの方々が自ら動い

介護」の現状（研究・治療・その設備）について、職業研

ていることを実感しました。

修チームを RID5340 戦ディエゴ地区へ派遣しました。参加

4 月 2 日、介護施設訪問後、サンディエゴ・ペテコスタジア

者は、神経内科医・介護施設管理者・ケアマネージャー・ケ

ムにメジャーリーグの試合を観に行きました。駐車場で車から

アワーカー・レントゲン技師そして私です。サンディエゴは、気

降りると、サンディエゴパドレスのスタッフが私たちを案内してく

候が温暖でリタイアされたお金持ち老人が全米各地から集ま

れました。私はスタジアムの中を通って、センターポールのある

っています。その方々の需要もあるでしょうか、医療機関や介

高い所へ連れていかれました。そこでセレモニーに合わせてロ

護施設が多く、認知症・アルツハイマーの研究が進んでいる

ータリー旗をセンターポールに揚げる役をすることになっていた

地域です。

ようです。ほかの 5 人のメンバーは、ホーム上に立ち、日本か

派遣期間は、2014 年３月３０日から４月１３日ま

らサンディエゴに 6 人のＶＴＴチームがロータリーのプログラム

での２週間、グローバル補助金は 37,500 ドルでした。当時

で来ていると紹介され、私は旗を揚げるように合図されました。

ロータリーレートは１ドル 102 円でしたので、約 384 万円で

メジャーリーグ開会前のセレモニーで行うことができ、大変うれ

した。サンディエゴ地区の医療施設・介護施設を訪問し、実

しかったです。試合は、ロサンゼルスドジャースと良い試合をし

際の診療や介護の現場を体験しました。宿泊は、ロータリア

ました。1 塁側にいたのですが、ドジャースファンも多かったです。

ンの所でのホームステイと介護施設への入居でした。私も５

このＶＴＴプロジェクトは、2010～11 年に行う予定でし

６歳で初めてホームステイする方を経験しました。青少年交

たが、東日本大震災があり中止せざるを得なかったのを、

換でデンマークの学生をホームステイさせたことはありますが、

2013～14 年の渡辺ガバナーの時に再度計画することで、

自分がする側になるとは思いませんでした。しかし、私がホー

当時の井橋財団委員長・井原財団部門委員長と何度も

ムステイした 2 軒のお家は大邸宅で、かなり快適でした。

打ち合わせを行いました。二週間仕事を空けて参加できる

研修のスケジュールは 3 月 30 日出発しサンディエゴ到着

方を探すことは大変でした。岩渕パストガバナーのご紹介で

後、ホテル内でプレゼンの準備。31 日カールスバッド・ハイヌ

上尾リハビリセンターの神経内科医が参加してくれたことに感

ーンＲＣ訪問互角ホームステイ先へ宿泊。4 月 1 日エリザ

謝いたします。もう一つのグローバル補助金申請についても、

ベス・ホスピス訪問の後、リタイメントホーム・カーサデラスカン

地区主体で行う初めとのことでしたので、苦労しました。井原

パナス及びサンシャインプレイス訪問。通訳を入れての意見

部門委員長にほとんどしていただきましたが、その時にサステ

交換や質問をしました。そんなハードなスケジュールの 2 週間

ナビリティとアカンタビリティという英単語が多く出てきました。持

でした。

続可能なプロジェクトなのか、このプロジェクトでどれくらいの人

通訳の方は、医学用語ができるというハードルが高い通訳

に利益が与えられるかをどうリサーチできるのか等基本的なこ

でしたので、時給 100 ドル約 1 万円です。一日 7 時間拘

とに答えてやっと 3 月 8 日にグローバル補助金が出ることにな

束すると 7 万円。通訳費用は結構掛かりました。

りました。3 月 30 日からの日程で 4 月 13 日には無事帰っ

前半の週はサンディエゴ地区の方のおすすめの場所に訪

てくることができました。

問しましたが、高額所得者向けの先進的な立派な施設ばか

翌年、地区財団 VTT 委員会は、スウェーデンへの終末

りでしたので、チームメンバーからはこれでは埼玉へ帰っても参

医療の研究派遣を行い、次の年はフィリピンへの日本の医療

考にならないという意見が出ましたので、土曜日曜に後半の

機器の実習プロジェクトを現地で行うことができました。3 年

スケジュールの調整をお願いし、より専門的に介護班と医療

間にわたって、グローバル補助金を使ったＶＴＴができました。

班に分けて視察内容を再調整しました。特に介護班は、中

グローバル補助金を使うには、ロータリーの重点分野 6 つ

低所得者向けの施設を視察しました。

の項目、①平和と紛争予防・紛争解決②疾病予防と治療

サンディエゴは、電車バスなどはあまりありませんので、

③水と衛生④母子の健康⑤基本的教育と識字率向上⑥

5340 地区で自動車を持っていまして、いろいろな場所へ運

経済と地域社会の発展、のどれかの項目に該当しなければ

んでもらいました。朝マーケットの駐車場に各ホームステイ先

申請受理できません。サンディエゴ VTT は、②の項目での申

から送られてきて、地区の車に乗り施設を訪問して夕方また

請で、行うことができました。

マーケットの駐車場に帰ると迎えに来てくれるという毎日でし
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委員会報告
雑誌委員会 加藤委員長

ロータリーの友 12 月号

横Ｐ： Ｐ６～ －知的好奇心に火をつけろ－ 「楽しくなければ理科じゃない」 吉川ＲＣ
Ｐ２２～ ロータリー日本財団事業・財務報告
縦Ｐ： Ｐ４～

「新しい人生と寿命を延ばす方法」 中部大学教授 武田邦彦様

Ｐ９～

「クラブを訪ねて」 越谷ＲＣ

親睦委員会 天野委員長 12 月 15 日（土）クリスマス例会 大宮パレスホテル岩崎宏美ディナーショー 36 名出席
幹事報告

服部 幹事

ロータリーレート

12 月 1 ドル＝112 円

例 会 のご案 内
月

日

例会

卓 話

会場・時間
三高サロン

13（木）

通常例会

卓話：年次総会

例会終了後、理事会

12:00～食事（随時）
12:30～点鐘

12

大宮パレスホテル

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）

18:00～例会（ﾁｬﾍﾟﾙにて）

＊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）

20（木）

＊振替＊

27（木）

＊休会＊

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

12

13（木） 第７Ｇ 会長幹事会

6

1（土） 世界大会 ハンブルグ

ガバナーナイト 締切：1 月 31 日まで

SAA 横山 委員長

★早船様：本日卓話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
★林会員：早船さん卓話ありがとうございます。
★正倉会員：誕生祝いありがとうございます。
★進藤会員：誕生祝いありがとうございます。
★大塚会員：誕生祝いありがとうございます。古希です。★松永会員：誕生祝いありがとうございます。
★高橋会員：お花ありがとうございます。★平澤会員：今日もよろしく。★天野会員：雨ですね。
★小柳会員：本日もよろしくお願い致します。★鈴木（弘）会員：しばらくです。
★齋藤(美)会員：ごぶさたです。本日よろしくお願い申します。★服部会員：夢川会長が欠席ですみません。
（敬称略・順不同）
出席報告
定員

12/6 本日の合計

43,000 円

出席委員 飯島 委員
免除

51
15
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出席

ＭＵ

欠席

出席率

24

4

8

77.77％

人知れず 足をからます 掘ごたつ
老いて思うは 暖房の室
福田喜美夫

スマイル報告

久喜 こいた 18：30～

