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

ようこそ久喜ロータリークラブへ

本日のお客様

幸手ロータリークラブ会長 奈良 俊一様
青少年交換プログラム派遣候補生 赤沼里和子さん
会長挨拶：夢川 会長
みなさんこんにちは。
今日は、三高サロンで行なう
今年最後の通常例会です。み
なさまには夢川年度の上半期
大変お世話になりました。スタ
ートしたころはメンバーの皆さん
がどのくらい例会に来てくれるか、出席率８０％の例会がどの
くらいできるか等心配もありましたが、とても充実した前半のク
ラブ活動ではなかったと思っております。
前回の例会は、園の発表会の為どうしても出席できず大変
ご迷惑をおかけいたしました。
でも服部幹事、大塚副会長にご協力いただき会長がいなく
ても例会が出来ましたことについまして御礼を申し上げたいと
思います。
さて本日は例会終了後、すぐにクラブ協議会を行ないまし
て、次年度会長予定者の大塚さん。幹事予定者の福田さ
んのご審議をいただきます。どこのクラブでもスムースに会長候

補が毎回選出できるかというとなかなか難しいようでございま
す。久喜クラブは大塚さんの男意気で現在の副会長がありま
すので、是非、ご承認の程よろしくお願い申し上げます。
今年も残すところあと二週間ちょっととなりました。今週末の
土曜日は、大宮パレスホテルでクリスマス例会、岩崎宏美の
ディナーショウに行ってきます。
お蔭様で、３６名の参加をいただき、そのうち７割以上が奥
様同伴の例会となります。ディナーショウの前に４階のチャペ
ルで奥様方のご紹介をさせていただきたいと思っておりますの
で、時間に遅れないようによろしくお願い申し上げます。
１年の経つのは本当に早いもので、あっという間に平成の
最後の年がやってきます。すぐに久喜市の賀詞交換会があり
本次年度の会長幹事で行く予定となっております。またライオ
ンズクラブとの合同新年会もありますし、第７グループのＩＭ
も控えております。
前月の地区大会ですこし肩の荷が下りた感がありますが、
後半戦もがんばりますので、みなさまも是非ロータリー活動に
対しましてよろしくお願い申し上げます。

表彰伝達
◆財団寄付

◆米山記念奨学寄付

◆永年表彰（45 年以上）

大塚会員

正倉会員

田口会員

◆2017-18 年度地区役員感謝状

林会員
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進藤会員

長寿表彰

齋藤文平会員

永年表彰

蓮実勝利会員

高木会員

お客様挨拶
幸手 RC 奈良会長
皆さまこんにちは。今年度会長を

っていて、どこの国に行っても困らないのではないかと思い、非常

させていただいております、奈良で

に心強く思っております。今年の夏に、幸手ロータリークラブの台

ございます。いつも久喜ロータリー

湾に交換留学にいっしょに行った時は、リーダー的存在で台湾の

クラブさんとは仲良くさせていただ

方たちとの間をとりもってくれ、頼もしく拝見しておりました。

いております。今回の赤沼里和子

幸手ロータリークラブは、昨日、東京のステーキハウスを貸切り

さんの青少年プログラムでは、久喜と手を取り合ってやらせていた

で、マジックをみて、楽しくやりました。久喜さんは、会長より岩﨑

だけることは本当にうれしく思っております。今日一緒に来ている

宏美のディナーショーと聞き、いいなと思いました。

赤沼里和子さんは、幸手ロータリークラブの小栗会員のお孫さ

本日は、ありがとうございました。これからも仲良くよろしくお願い

んで、小さい頃から留学生をお預かり頂いていて、経験がいくつ

いたします。

もあるかと思います。それで、私が見ていると国際的な感覚を持

2019-20 年度派遣候補生 赤沼里和子
皆さんこんにちは。2019－20 年度久

せていただきました。帰国後の兄の姿を見て、私もこのような経

喜 RC 様、幸手 RC 様スポンサーのもと

験をしたいという気持ちが大きくなりました。この貴重な経験は、

派遣候補生となりました。國學院大學

自分の成長の為でもありますが、もっと広い視野で世界に出てど

栃木高等学校 1 年赤沼里和子です。

こまで自分が頑張れるかが試したいと思います。

久喜の市民まつりの時はお手伝いをさせ

母がピアノ講師ということもあり、私は小さい頃からピアノやマリ

ていただき、たくさんの人に声をかけていただき、とても楽しかった

ンバをやってきました。希望国はヨーロッパを希望しています。な

です。今日はこのような挨拶をさせていただく機会を作ってくださ

ぜなら、自分が学んできた音楽を実際に行って、もっと深く見たり

りありがとうございます。

聞いたりしたいと思うからです。留学中は自分の特技である音

私が今回この交換留学プログラムに参加しようと思ったきっか

楽を使ってコミュニケーションが取れたらいいなと思っています。ま

けは、祖父が幸手 RC のロータリアンのため私が小さい頃から祖

た、私は高校では駅伝部に所属しています。外国の街を走れる

父の家に留学生がたくさん来ていました。私の家にも留学生が

ことを楽しみにしています。

よく来ます。日本で勉強をする彼らを見て、他の国で勉強するこ
とは、とても大変そうですが、学ぶことは多く、私もこのような経験
が出来たらと思っていました。また、私の兄は 2016－17 年度
この RC の交換留学プログラムで一年間デンマークへ留学をさ

留学に向けて、これからたくさんあるオリエンテーションや勉強会
を頑張ります。
これから、よろしくお願いいたします。今日はありがとうございまし
た。

委員会報告
◆親睦委員会 天野委員長 クリスマス例会 12 月 15 日（土）岩崎宏美ディナーショー よろしくお願いします。
◆My Rotary 登録について 横山委員 ２月までにアカウントの取得をし、登録をお願いします。
◆青少年奉仕委員会 進藤委員長

ホストファミリ―募集（別紙参照） 次年度青少年交換留学生の受入れ

2019 年 8 月～2020 年６月までの間で、ホストファミリーをやっていただける方を募集します。（１家庭２～３ヶ月程度）
来日学生は、久喜北陽高校に通学します。
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

12

15（土）

例会

卓 話

クリスマス例会 岩崎宏美クリスマスディナーショー
大宮パレスホテル 18:00～例会（ﾁｬﾍﾟﾙにて） 19:00～ディナーショー

12 月 27 日（木）・1 月 3 日（木） 休会
KUKI R.C. WEEKLY

会場・時間

1

誕生祝い

三高サロン

卓話：久喜市議会議員 高木氏（栗橋）

12:00～食事（随時）

通常例会

卓話：パストガバナー 中村靖治氏（吉川 RC）

12:30～点鐘

24（木）

夜間例会

ライオンズ LA・久喜 RC 合同新年会

31（木）

＊休会＊

10（木）

通常例会

17（木）

きのえね
18:00～点鐘

【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

久喜こいた 18：30～
ガバナーナイト 締切：1 月 31 日まで

◆RYLA 研修募集 第 1 回研修会 2019 年 2 月 17 日さいたま市内
スマイル報告

SAA 横山 委員長

★幸手 RC 奈良会長：いつもお世話になります。本日は、赤沼里和子さんともども宜しくお願いします。
★夢川会長・伴会員・林会員・倉持会員：本日もよろしくお願いします。
★天野会員：15 日お世話になります。★横山会員・和田会員：赤沼さんいらっしゃいませ。
★小柳会員：本日もよろしくお願い致します。★金澤会員：欠席のおわび。（敬称略・順不同）
12/13 本日の合計

出席報告

年次総会

19,500 円

出席委員 飯島 委員
定員

免除

出席

ＭＵ

欠席

出席率

51

15

24

4

8

72.92％

議長 夢川会長

◆次年度会長 大塚勉会員 推薦 ⇒ 承認

◆次年度幹事 福田会員 推薦 ⇒ 承認

次年度会長候補 大塚会員 あいさつ
先週、誕生祝い（古希）で花をいただき、妻に喜ばれました。

す。様々なことで自分の生き様に影

70 歳になり、飯島会長の時に入会し、20 年目になり、会長に

響を与えてもらっているロータリーです。

なる時期になりました。ロータリーの次年度会長をやることに対し

次年度、何をやりたいかテーマを決め、幹事の福田さんにサポー

ては、やらずにすむかと思っておりました。昨年度、中山さんから

トをお願いします。ロータリーの名に恥じないようにやっていきま

話をいただき、今までは、会長をやる腹が固まらずにおりました

す。皆さんの承認をいただき、会長を喜んでうけさせて頂きたいと

が・・・やるからには、会の重みを十分に考えて、身についておりま

思います。ありがとうございます。
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