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

本日のお客様紹介

ようこそ久喜ロータリークラブへ

久喜市会議員 平沢 健一郎 様

米山記念奨学生 雷 雲恵さん
ご両親 雷 江華さん 李 紅蘭さ

会長挨拶：夢川 会長

久喜北陽高 IA 顧問 田中佐和 教諭
〃 韓国研修派遣生

ん

あと一か月少しで今年の元号平成３１年が終わりになり、

う事で、バッチを頂いてきました。

新しい元号の元年が始まりますが、皆様のお仕事には元号
はどのようにかかわってきますか？

この研修会はクラブのリーダーを目指して研修するもので、
丸１日８時間みっちりやります。始めは負担感で参加するの

私の職業は学校関係ですので、３月３１日が学年末に

がおっくうでしたが、３回目の研修は充実感に代わりました。

なり、４月より新しい年度のはじまりになります。４月の元号

役職が人を育てると言われますが会長をやる事で色々な質

が当年度になりますので、たとえ平成３１年が４月で終わっ

問や意見を積極的に出すことが出来ました。もうすぐ桜が咲

てしまっても３１年度は３月末日まで続きます。昭和から平

きますので、これからのクラブの例会は楽しくおこなって行きた

成になった時はあまり感じなかったのですが、生年月日なども

いと思っています。

西暦で書くようになってまいりましたので、手紙などの日付は
西暦に替えていこうかと考えています。
前回の例会で、マイロータリーの１００％登録の卓話があ

ここで１つお詫びがあります。幸手クラブとの合同夜間例会
が１週間ずれていました。大変申し訳ございませんが、是非
今回も大勢の皆さんの出席を宜しくお願い致します。

りましたが、時代はどんどん進化して、人工知能が備わった機

さて、今日は市議会議員さん３人目の卓話という事で、菖

械が仕事をこなしていく事になります。私たちも時代に遅れな

蒲から平澤健一郎議員にお越しいただきました。平澤さんも

いようにそして、仕事に有効な機械を使いこなしていかなけれ

私と一緒にＪＣ活動をした久喜市の仲間ですが、議員とし

ば、取り残されていってしまうので、そうならないように頑張りた

ての立場から久喜市の色々な考えや意見が伺えるのかと思

いと思います。

っています。

さて、先日２７７０地区のＲＬＩパートⅢに行ってきまし

本日の例会もどうぞよろしくお願い致します。

た。私は３年かけてⅠⅡⅢと順番に受けてめでたく修了とい

伝達表彰
お客様挨拶

米山記念奨学寄付 鈴木つね子会員
米山記念奨学生 雷 雲恵 さん

皆様、改めてこんにちは。米山記念奨学生の雷雲恵です。
本日、よろしくお願い致します。
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時間の流れは速いものですね。本当に「あっという間に」ってい
う感じで、米山記念奨学生になって、もう 1 年間になりました。

本日は奨学生としての最後のクラブの例会ということで、来月か

初めてのクラブ例会で、夢川会長から人生で初めての名刺を

らもう久喜に行けなくなるのかって思って、心の中、非常に寂しく

作っていただきました。名刺をいただくことは、一人前の社会人と

思っております。そして、ちょうど両親が日本に旅行に来て、「ぜ

して認められたということでもある、と私は考えております。そのご

ひ皆さまと一度会って、皆様への感謝を直接申し上げたい」って

期待に応えられるよう、これからも頑張っていきたいと思います。

言っていましたので、両親を連れて例会にきました。本日は両親

夢川会長、誠にありがとうございました。

も含めて大変ご迷惑をお掛けしまして申し訳ございませんでした。

そして、カウンセラーの高橋さんは、この 1 年間のイベントなど

久喜ロータリークラブでお世話になったこの 1 年間を振り返っ

いつも一緒に参加してくださり、勉強や生活での心配や悩みなど、

てみると、大変充実しており、特別な 1 年間だったと思います。

いろいろと相談に乗ってくださり、いつも家族のように優しくしてく

本日はこの場をお借りして、この 1 年間の奨学生生活について

ださいました。

報告し、さらに、この 1 年間、大変お世話になった方々に心より

前年度の会長の中山さんは、初めてのクラブの例会で、中国

感謝を申し上げます。

語で私を歓迎してくださり、皆様から熱意を感じました。副会長

2017 年の 4 月、文教大学大学院に入学して、始めて日本

の大塚さんはいつも例会が始まる前に、事前に例会の流れにつ

へ留学に来ました。最初の 1 年間の生活は、主に勉強、バイト

いて優しく説明してくださいました。赤沼さんは毎月の例会やクラ

と一人暮らしという 3 つの部分からなり、非常にシンプルで、勉

ブのイベントなど、いつも早めにお知らせをしてくださいました。そし

強と生活のバランスを取るのにいつも精一杯でした。その時、ロ

て、例会の時、いつも優しく声をかけてくださった久喜ロータリーク

ータリーと出会いました。

ラブの会員の皆様、一年間、大変お世話になりました。心より

皆様から頂いた奨学金のおかげで、修士 2 年の時、勉学に

感謝を申し上げます。誠にありがとうございました。

集中して打ち込めるようになり、修士論文は無事に完成して、

本日は、奨学生としての最後の例会なんですけど、皆様とは

ダブル A の成績を取って修士課程を卒業しました。さらにその上

最後じゃないと思います。博士後期課程はまだまだこれからです

で、2019 年度の文教大学博士後期課程の入試に参加して

ので、しばらくの間は日本にいます。また、何か必要な時がありま

合格しました。4 月から、たぶん 3 年間 4 年間かかるんですけ

したら、いつでもぜひ声をかけてください。

ど、続けて日本で研究を行います。

今後ともよろしくお願いいたします。皆様、誠にありがとうござ

そして、ロータリーはお金の支援だけでなく、世話クラブのサポ

いました。

ートのおかげで精神的な支援も頂いています。

久喜市会議員

卓 話

平沢 健一郎 様

研修委員会 鈴木弘道委員長…3 月 13 日研修委員会家庭集会。新会員のカウンセラー

委員会報告

紹介、ロータリーについて等
幹事報告

服部 幹事

ロータリーレート

3 月 1 ドル＝110 円

【例 会 のご案 内 】
月

3

日

例会

20（水）

夜間例会

21（木）

休 会

28（木）

振 替

卓 話
幸手 RC・久喜 RC 合同例会

会場・時間

点鐘 19 時～ 幸手ホテルグリーンコア

送迎）18 時～菖蒲・あやめ会館 ／ 18 時 15 分～久喜駅西口 au 前
⇒ 20 日(水) 幸手 RC・久喜 RC 合同例会

【今後の予定・その他】
月
3
4

日

会場・時間

24（日） 来日学生オリエンテーション
6（土）
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春日部ふれあいキューブ
13:30～15:30

2019 年度米山奨学生及びカウンセラーオリエンテーション初顔合わせ

市民会館うらわ

出席）横山さん

開会 14 時~

12（金） 2019 年地区研修・協議会 出席）次年度クラブ役員

スマイル報告

大宮ソニック

SAA 横山 委員長

★夢川会長：雷さん、ご両親ようこそ。北陽高校の生徒さん、
気を付けて韓国に行っていきてください。平澤健一郎議員、卓話よろしく！
★平澤会員：倅がお世話になります。
★尾崎会員、大塚会員、飯島会員、林会員、中山会員：平澤議員ようこそ！卓話よろしくお願いします。
★伴会員、鈴木(つ)会員、和田会員：本日もよろしく。★岡崎会員：遅刻のおわび。（敬称略・順不同）
3/14 ニコニコ BOX

出席報告

30,000 円

出席委員 飯島 委員

定員

免除

出席

ＭＵ

欠席

出席率

51

14

23

6

8

78.37％

2018-19 年度 第 9 回 久喜ロータリークラブ理事・役員会 ＜議事録＞
平成 31 年 3 月 7 日(木) 例会終了後 三高サロン
出席者：夢川、大塚、伴、中山、金沢、倉持、林、横山、木村
【議 題】
① プログラムについて
月

日

例 会

会 場

水と衛生月間/米山月間（2）

4

4

通常例会

誕生祝、交換学生出席、クラブ研修①

三高サロン

11

通常例会

国際奉仕フィリピン事業報告

三高サロン

18

＊休会＊

25

夜間例会

菖蒲・大浜

青少年奉仕月間

5

2

＊休会＊

9

通常例会

誕生祝、出向者、交換学生出席、インターアクト帰国報告

三高サロン

16

通常例会

卓話：久喜市議会議員④貴志信智氏

三高サロン

23

＊休会＊

30

振替

⇒26 日：ゴミゼロ運動（社会奉仕） 親睦日帰り旅行

ロータリー親睦活動月間
6

6

通常例会

誕生祝、交換学生出席、クラブ協議会

三高サロン

13

通常例会

クラブ研修②

三高サロン

20

＊休会＊

27

夜間例会

最終例会 親睦ゴルフコンペ 鴻巣 C.C.

次回の役員会 4 月 4 日(木)例会終了後
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菖蒲・田口屋

幸手ロータリークラブ

幸手 RC・久喜 RC 合同例会プログラム
司会（ＳＡＡ）
1．点 鐘（開会）
第 2489 回 （奈良俊一会長）
2．ロータリーソング（奉仕の理想 ・ 我らの生業）
3．お客様紹介
（幸手 RC 幹事・久喜 RC 幹事）
入会予定者 藤井信（ふじい まこと） 様
4．幹事報告
幸手ＲＣ小松原幹事・久喜 RC 服部幹事
5．委員会報告
幸手ＲＣ・久喜ＲＣ
幸手・国際奉仕委員会 山口委員長
6．出席報告
（出席奨励委員長）
出席率 100％
7．会長挨拶
（奈良俊一会長 ）（夢川善裕会長）
8．スマイル報告
（ＳＡＡ）
9．次回例会プログラム報告
幸手ＲＣ・久喜ＲＣ
10．点 鐘（閉会） （奈良俊一会長）

懇親会

司会（佐伯昌則親睦委員長）

1．開会
佐伯昌則親睦委員長
2．乾杯
高浜彰男パストガバナー
3．歓談
4. 次年度会長幹事挨拶 渡辺会長エレクト・大塚会長エレクト・
柳沼次年度幹事 ・福田次年度幹事
5. 手に手つないで
6．閉会
久喜 RC 飯島誉夫 様

スマイル報告
★夢川会長：幸手クラブ様、よろしくお願いします。
★進藤会員：幸手の皆さま、お世話になります。
★正倉会員、和田会員、伴会員、鈴木(弘)会員：本日もよろしく。
（敬称略・順不同）
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12,000 円

