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 ロバート君、シトラリさん
2019 学年度米山記念奨学生 葉 翰霖さん
久喜北陽高校インターアクト顧問 田中佐和 先生
〃

インターアクト部 野本夏美さん

会長挨拶：夢川 会長
時代が変わりまして、令和
元年の最初の例会の会長
挨拶を致します。
と言いましたが、私の年度
も先が見えてまいりまして、
例会プログラムも

できました。
毎年、５月３日、５日は春日部の大凧上げがあるのは
皆さんご存知かと思いますが、その中日の４日の日にマラ
ソン大会があるのは知っていますか。
私は今年も参加いたしまして通算６回目の参加となりま
した。当日はとても暑くたいへんでしたが、給水所がありそこ

すべて埋まっており、後は多くのメンバーの皆様が楽しく例

で十分に水分を摂って少し休憩をしていつもの 10 キロを

会に出席していただき、無事一年が終わればいいなぁと思

完走いたしました。ゴール地点では同時にスタートしたハー

っているところでございます。

フマラソンの参加者の先頭の人たちと同じくらいにゴールで

１つ心配なのは、年度の変わりには必ず退会者が出ま

きるので、いつも頑張って走る事ができます。ゴール後は、

すので、これから退会者ゼロで大塚次年度会長にお渡し

参加証とタイムの書かれた完走証をもらって、会場内でた

できればと思います。

こ焼きを食べてから、帰り道に幸手の極楽湯に寄りまして

さて、前回の夜間例会でどうしても、元号の変わる前の
４月中に提出しなければならない資料があって、それを作
成するために夜間例会を中座して仕事に戻りますとの挨
拶を致しましたが、がんばりまして日付が変わる前に提出
資料ができました。例会は木曜日ですので、最後の金曜
日には朝一で郵便より早く手渡しをしてまいりました。
そのかいもありまして、初めての 10 連休を満喫することが

伝達表彰
5 月誕生祝い
斉藤文平会員
河野富美男会員
小暮 浩会員
岡崎幸生会員
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１日私１人で有意義な休日を過ごしました。
今週は、子どもたちも、職員も、私も五月病にならないで、
元気に仕事にもどれました。
久喜クラブのロータリーの皆様も、新しい令和の時代を
楽しく有意義にやって頂ければと思います。
本日も、どうぞよろしくお願い申しあげます。

お客様挨拶

米山記念奨学生 葉 翰霖さん

緒にマーベルのアベンジャーズ/エンドゲームの最終決戦という

皆様、こんにちは、私は葉 翰霖

アメリカの映画を見ました。面白かったです。台湾の家族と友

（ヨウ カンリン）と申します．

達も一年ぶりですので、今回皆と一緒に過ごした時間はとて

日本工業大学 機械システム

も楽しかったです。

工学専攻 修士 2 年です．

今、台湾の天気もすごく良かったですので、皆様も時間が

今回のゴールデンウィークの

あれば、ぜひ台湾へ遊びに行ってください！また、台湾のパイ

時、台湾に戻りました。ひさしぶ

ナップルケーキを持ってきました。ご召し上がってください。
（原文のまま）

りに家族と一緒にご飯を食べな
がら、喋っていました。すごく楽しかったです。また、彼女と一

青少年交換留学生 ロバート君
みんなさん, こんにちは. 今日, 私のゴールデンウィークについ

た. 日本の凧はカナダの

てを話したいと思います. はじめに, 私の家族と私は福島に

凧よりはるかに大きいです.

行きました. とてもきれいでした. たくさんの美しい湖や山があ

それで, それらを上げるこ

りました. 私たちはとても親切だった私のおばあちゃんとおじい

とは困難でした. しかし,

ちゃんと一緒にいました. 福島はカナダのようだったので, とて

それはまだとても楽しかった

も嬉しかったです. 次に, 私の父と兄, そして私

です. 数ヶ月

は東京に行きました. 見て本当にすごかったです.

で私の交換は終わります. それで, 私は日本で

新宿, 銀座, 神保町, 浅草, 豊洲などを訪れ

楽しく行き先を行くことを続けたいと思います.

ました. また, 倉持さんと一緒に鷲宮神社に行き

久喜ロータリー, ありがとうございます. までよろ

ました. その建築学は面白かったです. そして先

しくお願いします. ありがとうございます,
（原文のまま）

週末, 留学生の友達と一緒に凧揚げに行きまし

青少年交換留学生 シトラリさん
皆さんお久しぶりです

最後の日私の誕生日を祝った。次の日は私の誕生日でした

前の例会こなかったのは

が家族もいなかったので悲しかったですしかし杉戸ロータリーク

家族と旅行したですの

ラブと友達がご飯を食べに誘った。幸せだったです。

で。おじさんたちといとこ

ゴールデンウィークの時ロータリーと凧揚げをやりました。私はメ

達が日本に来た。

キシコ人ですがその日は暑すぎた、あまり風がなかったのは大

最初は名古屋で家族

変でした、でもとっても面白かったです。これからたくさんＢＢ

に会いました。そこで車

Ｑがある

を借りた、その後いろんな場所に行きました例えば岐阜、金

最近杉戸ロータリークラブのＢＢＱに行きました

沢、大阪、京都、奈良、箱根などなどに行きました最後の日

私のクラブでは無いけど杉戸クラブは私にとっても親切なです

横浜と東京にいました。その間たくさんお寺や神社やお城等

最後は新しいホストファミリーがいる落合さんお父さんとお母さ

見に行きましたたくさん歩いた休まなかった。みんなは疲れまし

んとお姉さんと同じ歳位の姉 6 月までにいます仲良くしたい。
（原文のまま）

た。でもその旅行はとってもよかったです。
卓 話
インターアクト日韓交流研修生 野本夏美さん

~韓国派遣研修を終えて~

私は 3 月 23 日から 28 日までの 5 泊 6 日間、今まで経
験したことがない文化を学び、また新しい友達をつくることが
KUKI R.C. WEEKLY

出来ました。
ホストファミリーは綺麗で優しいお母さんでした。お母さんは

日本語を流暢に 方で、日本の文化が大好きだと言ってくれ

上から見下ろせるので、死角がなく、満足にパンダを見ること

ました。私たちも彼女に、韓国が大好きと韓国語で伝えたく

ができます。

て翻訳機を使って難しい韓国語に挑戦しました。

韓国での時間はあっという間に感じました。この 6 日間本

韓国の交流会や学校では、韓国の生徒たちが心暖かく私

当に楽しかったです。このような貴重な経験を今後に活かし

たちを迎えてくれました。韓国の子たちはとてもユーモアのある

ていきたいと思います。また国のホストファミリーや友達と会え

人たちで交流会の場を盛り上げたり、話しかけると、まるで最

ることを楽しみにしてい

初から友達だったかのように楽しく接してくれます。

ます。今度は韓国語

なにより楽しかったのは、インサドンという場所で韓国の伝統

をもっと勉強して、コミ

衣装であるチマチョゴリを着用できたことです。トップとスカート

ュニケーションをとれる

はそれぞれ多様な色やデザインがあり、選んでいる間はワクワ

ように頑張ります。

クがおさまりませんでした。

このような機会を作っ

エバーランドでは、日本の遊園地に見られない様々な乗り
物に乗りました。そのなかで最も怖かったのは「Ｔエクスプレス」

てくださったロータリークラブをはじめとする多くの方々に心から
感謝します。

というジェットコースターです。また、パンダを見に行きました。

委員会報告
雑誌委員会

加藤 委員長 ロータリーの友「5 月号」

横Ｐ：Ｐ１４～１７ 考えよう、海洋プラスチックごみ
データで見る海洋ごみの今・ 海洋ごみの燃料化・財源化構想
横Ｐ：Ｐ１８～１９ バギオ基金 フィリピンの未来を照らす
第４０回記念のバギオ訪問に参加して・ 私が日本と繋がったきっかけ
幹事報告

服部 幹事

ロータリーレート

5 月 1 ドル＝112 円

【例 会 のご案 内 】

月

日

例 会

16（木）

通常例会

23（木）

休 会

26（日）
30（木）

卓 話

会場・時間

卓話 久喜市議会議員 貴志信智氏

三高サロン

「久喜市のまちづくりについて」～久喜市在住の議員として考えること～

社会奉仕活動 久喜市ゴミゼロ運動（久喜駅東口橋の上） 8 時 集合
親睦日帰りバス旅行 茅ケ崎・江の島方面 9 時久喜駅東口⇒9 時 30 分菖蒲・あやめ会館
振 替

⇒ 26 日

【今後の予定・その他】
月

日

5

9（金）

5

12（日）

５

17（金）

６

27（木）
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会場・時間
規定審議会 2019 年結果報告 出席者）大塚会長エレクト
会長幹事会
米山記念奨学生 入学式

ラフレさいたま

出席者）大塚会長エレクト、横山カウンセラー、葉さん

14 時～18 時終了予定

RLI 卒後研修
親睦ゴルフコンペ 鴻巣 C.C. ＊申込み ５月３０日まで
最終例会 菖蒲・田口屋 １８時～

大宮ソニック
9 時 30 分～17 時

スマイル報告

SAA 横山 委員長
★斎藤（文）会員：誕生祝ありがとうございました。５月 23 日に 88 歳（米寿）になります。
★夢川会長：みなさんようこそ。本日も宜しくお願いします。
★伴 会員、松崎会員、平澤会員、金沢会員、野原会員：本日もよろしく。
★河野会員：お花ありがとうございます。★尾崎会員：嬉しいことが重なりました。
★小暮会員：お花ありがとうございます。本日もよろしくお願いします。
★林会員：北陽高校ようこそ。よろしくお願いいたします。

福
田
喜
美
夫

★大塚会員：あやめ会、優勝しました。ハンデ 33 のご褒美でした。
★冨田会員：今月もよろしく。（敬称略・順不同）
本日のニコニコ BOX

出席報告
出席委員 飯島 委員

~ ＭＥＭＯ ~
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41,000 円

私
は
こ
れ
か
ら
つ
と
め
に
つ
く

友
は
皆
定
年
向
え
る
歳
な
の
に

定員

免除

出席

ＭＵ

欠席

出席率

51

11

28

4

8

80.00％

