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

青少年交換留学生 ロバート KIDD 君
2019-20 年度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
春爛漫の候、この近辺で
も桜の花が満開になりました。
みなさんは、お花見には行
かれましたか？

も４０名の参加者が、付かず離れずとてもいい感じでした。
久喜のロータリークラブも、皆お互いに仲間意識をもって、例
会や色々な事業に参加すると、何か温かい感じの会合にな
るのだと思ったところです。

私は、先週の土日で奈良

今回の旅は、始発から始まって、終電の少し前で帰ってきた

県の吉野山まで出かけてまいりました。仕事柄、この時期はと

肉体的にはとても疲れた旅でしたが、日本人のこころの豊かさ

ても忙しいのですが、毎年、ちょっと無理して旅行に出かけて

を感じられたものにもなり、今後の自分の行動にも参考にな

います。今年は、吉野山に行ってきましたが、吉野はとても交

るものがありました。

通の便が悪いので、ツアーに申し込み、４０名の団体で添

さて、年度が替わり平成もあと一か月を切り、私の会長職も

乗員さんと一緒に、一泊二日の旅になりました。まず感心し

終盤戦になってまいりました。すべてのプログラムの中身が確

たのが、添乗員のおばさんの手際の良さと、的確な案内には

定して、本日は研修委員長の鈴木さんの卓話です。また、

感服いたしました。

来年度交換留学生の赤沼里和子さんが来ています。来年

一日目は、三重県で伊勢参拝をセオリーどおり、二見ヶ浦で

度幹事の福田さんは 59 か国回っているそうですが、ツアー旅

お参りをして、外宮→内宮の順に一日かけて巡りました。参

行もそうです。若いうちに海外に出てあるいは色々な国の人

拝やバス移動中に、他の参加者の方々と顔見知りになり、お

にふれあう事は、とても良い事だと思います。是非、滞在中の

互いにゆずりあって、楽しく回らせてもらうことが出来ました。ツ

報告と帰国後のお話を楽しみにしていますので、がんばってく

アーの場合は、工程が同じなので、１人でも勝手な人がいる

ださい。

と、せっかくの旅が台無しになってしまいがちですが、二日間と

本日も、どうぞよろしくお願い致します。

伝達表彰
4 月誕生祝い
大島修一会員
和田義雄会員
服部智也会員
野原宏会員
鈴木逸郎会員
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和田会員：今日が誕
生日です。お花あり
がとうございます。

服部幹事：56 歳に
なります。幹事も
あと 3 ヶ月がんば
ります。

野原会員：78 歳になりま
した。結婚 50 年クイーン
エリザベス 号で旅行し
てきます。

地区出向役員(インターアクト委員会)委嘱状

米山記念奨学生カウンセラー委嘱状

天野正幸 会員

横山健次 会員

RLI PartⅢ修了書
夢川善裕 会長

青少年交換留学生 ロバート君 3 月ホストチェンジをしました。お母さんはや

お客様挨拶

さしく、お兄さんと妹は面白いです。家族で、小田原と沼津に行きました。すごく

おいしい寿司を食べました。カナダの寿司は、ぜんぜん違います。旅行は、すごく楽しかったです。昨日は、
幸手の花見に行きました。すごくきれいでした。あと 3 ケ月で留学が終わります。皆さん、どうもありがとうござ
いました。
2019-20 年度青少年交換プログラム派遣候補生 赤沼里和子さん 皆様こんにちは。2019－20
年度、久喜ロータリークラブ様、幸手ロータリークラブ様スポンサーのもと、
派遣候補生の赤沼里和子です。
今回、ドイツへ派遣させていただくことが決まりました。第一希望国だっ
たので、とても嬉しいです。ありがとうございます。
私がドイツを希望した理由は 2 つあります。1 つは、私は小さい頃からピアノとマリンバをやっていま
す。中でも、私はドイツの作曲家であるバッハの曲がとても好きで、大好きな作曲家が生まれた国に
行って勉強をしたいと思いました。ドイツでは、音楽も勉強をしたいと思います。2 つ目の理由は、5 年前にロータリーの交換学生として
ドイツ人の女の子がうちにホームステイしたことです。彼女は私が今まで見てきた留学生の中で、最も印象深く、彼女から学ぶことが多
くありました。彼女は他の留学生よりも人一倍努力していて、日本語の勉強、学校生活、ボランティア活動を一生懸命やっていました。
とても気が強く、自分の意見をはっきり言うような学生でした。小学生だった私を妹のように可愛がってくれました。その頃からドイツに興
味を持ちました。今は、英会話と、ドイツ語の勉強中です。ドイツ語はとても難しく、少し不安です。残り 4 ヶ月出来る限り頑張ってい
きたいとおもいます。これからもよろしくお願いします。今日はお時間を頂き、ありがとうございました。
研修委員会

卓 話

鈴木弘道 委員長

「ロータリーは宝の山」
大塚会長エレクト 3/14･15PETS に行ってきました。

委員会報告

来年の小林ガバナーは地区運営方針として、
「ポリオ撲滅活動から、クラブ活性化へ」を取り上げました。

雑誌委員会

倉持 部門委員長 ロータリーの友について

横：p.22～「米山梅吉記念館は、今年、50 周年を迎えます」
縦：p.14～「2 万人を超えた米山奨学事業」。P.22～ロータリーネットワーク「ポリオ撲滅活動」

幹事報告

服部 幹事

ロータリーレート

4 月 1 ドル＝110 円

【例 会 のご案 内 】
月
4

日

例会

11（木）

通常例会

18（木）

休 会

25（木）

夜間例会

卓 話
ゲスト）池田ガバナー補佐

国際奉仕フィリピン事業報告

会場・時間
三高サロン

大浜 点鐘 18 時~ 送迎バス）17 時~久喜駅西口 au 前

【今後の予定・その他】
4

6（土）

2019 年米山奨学生オリエンテーション初顔合わせ 出席）横山さん
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市民会館うらわ

12（金）

2019 年地区研修・協議会 出席）次年度クラブ役員

大宮ソニック

次年度委員会 家庭集会
18(木)

18 日：出席、プログラム、友好クラブ、親睦活動、SAA、広報、会報雑誌

19(金)

19 日：社会・職業奉仕、青少年奉仕、国際奉仕、増強、研修、分類、

18 日：大浜
19 日：きのえね
18 時～

財団ポリオ、米山奨学

スマイル報告

SAA 横山 委員長

★伴 会員、夢川会長、金沢会員、倉持会員、岡崎会員：本日もよろしくお願いします。
★林会員：研修委員会鈴木さんよろしく。★天野会員：お世話になります。
★冨田会員：今月もよろしくお願いします。★鈴木(弘)会員：卓話させていただきます。よろしく。
★野原会員、和田会員：誕生祝いありがとうございました。★服部会員：お花ありがとうございます。
★平澤道男会員：欠席のおわび。（敬称略・順不同）

出席報告

38,000 円

本日のニコニコ BOX

定員

免除

出席

ＭＵ

欠席

出席率

51

12

28

3

8

79.48％

出席委員 飯島 委員

2018-19 年度 第 10 回 久喜ロータリークラブ理事・役員会 ＜議事録＞
平成 31 年 4 月 4 日(木) 例会終了後 三高サロン
出席者：大塚、金沢、倉持、林、中山、天野、木村、夢川、服部、福田、横山 （11 名）
【議 題】 ① プログラムについて
月

日

例 会

会 場

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（30 分）

三高サロン

13

通常例会

クラブ研修② ニコニコについて

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.

菖蒲・田口屋

②5/26 ゴミゼロ ロータリーデーバス旅行について
ゴミゼロ運動：8 時～ 久喜駅東口
バス旅行：9 時久喜駅東口発→菖蒲あやめ会館→茅ヶ崎・江の島方面（昼食）→17 時頃久喜着
参加費：ひとり 5,000 円 （クラブ負担 5,000 円） 参加人数：目標 30 名
③6/27 最終例会、親睦ゴルフコンペについて
鴻巣 C.C. 5 組予約 2 次会及び最終例会は、菖蒲・田口屋
④次年度関係について
地区補助金＝菖蒲ラベンダー公園へベンチの寄贈 予算 15 万円
家庭集会 4/18 6 時～大浜、4/19 6 時～きのえね
夜間例会の登録料 3,000 円は、継続
KUKI R.C. WEEKLY

次回の役員会 5 月 9 日(木)例会終了後

