
KUKI R.C. WEEKLY   

 

         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                  

 みなさんこんにちは。 

 先月の週末は真夏のような

暑さになり、そのなかで久喜

市のごみゼロ運動のごみひろ

い、そしてご案内のとおりロータ

リーの親睦バス旅行で江の島

まで行ってまいりました。 

その前日には久喜ＪＣの肉祭りがあって私もＯＢとし

て行ってまいりました。これまた炎天下の中で青年会議所

のメンバーが１０店舗ほどのお店を出していましてどこも長

蛇の列で大盛況、とてもがんばっていました。 

 ロータリーのバス旅行は、ゴミ拾いの後バスに乗り込みす

ぐに水分補給、おつまみもあって、私はバスの中で出来上

がってしましました。江の島にはちょうどお昼について湘南の

海を見ながらおいしい磯料理を食べました。 

  本日はこの後、次年度大塚年度のクラブ協議会を行

ないます。仕込みの期間を終え、いよいよ来月から新年度

のスタートになります。引き続き大塚次年度会長には頑張

っていただき、私たちも久喜クラブのために、そして大塚新

会長のために協力していきたいと思いますので、ひきつづき

皆様方もよろしくお願い申しあげて会長あいさつといたしま

す。 

 

 

 

  冨田英則 会員 

  木村光一 会員 

  田中喧二 会員 

 

    倉持政宏会員 

 

 

 

 

2019-20年度第７グループガバナー補佐   八鍬伸一 様 (蓮田 RC) 

みなさんこんにちは。次年度ガバナー補佐の大役を仰せつかりました、蓮田ロータリークラブ八鍬で

ございます。今日は、皆さまの貴重な時間をいただきまして、自己紹介と次年度の挨拶をさせてい

ただきにまいりました。2019-20年は、ちょうど日本にロータリークラブが誕生して 100年度迎える

年です。東京ロータリークラブ創立 100周年記念ということで、大変盛り上がっているようです。節

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 

 

会長挨拶：夢川 会長 

 

本日のお客様紹介 

 
ようこそ久喜ロータリークラブへ 

  2019-20年度第７グループ 

    ガバナー補佐   八鍬伸一 様 (蓮田 RC) 

    グループ幹事   川田金造 様 (蓮田 RC) 

  武蔵野銀行久喜支店  支店長 風戸武博 様 

  米山記念奨学生 葉翰霖 君 

  青少年交換プログラム留学生 ロバート君 シトラリさん 大塚 会長エレクト 

誕生祝い 

 

米山記念奨学寄付 

お客様挨拶 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3z6nsroDhAhUQ77wKHfJLDfMQjRx6BAgBEAU&url=http://i-an.seesaa.net/article/389878432.html&psig=AOvVaw1rS4D1WVD93O7qs8-m2sEk&ust=1552609388459539


KUKI R.C. WEEKLY   

目の年に、ガバナー補佐を仰せつかり、大変光栄に思っているところです。次年度のガバナーは、越谷北ロータリークラブ小林操

氏です。小林氏の職業は、私と同じ税理士事務所を開業しております。私より若干長く、ロータリーで大変熱心に活動されてい

ます。長年、地区の方で活躍されております。現在は、財団のほうで、いっしょに監査をしております。財団の方が長く、私は 6

年やりました。その前は、管理運営で 2年やりました。通算 8年、地区で仕事をさせていただきました。そのうち 6年間、小林

氏とはいっしょに仕事をさせていただき、ロータリーでは、様々な事を教えていただき、いろんな方を紹介させていただきました。 今

回、ガバナー補佐というかたちでお手伝できるとうことは、何かの縁ではないかと思い、快く引き受けさせていただきました。また、

年が明けましたら、ＩＭをやる予定です。また、記念ゴルフ。ちょうと今、世界大会のシーズンで、今年はドイツハンブルグで開催

されました。来年は、ハワイです。来年 6月のちょうど今頃ですからで、いい時期だと思います。是非大勢の方にご参加いただ

き、ガバナーナイトにもでていただきたいと思います。何かと不慣れなまので、皆さんにもご迷惑をおかけすることがあるかと思いま

すが、そこはロータリーの友情に免じてお許しいただきまして、皆さまのご協力を厚くお願いしたいと思います。どうか 1年間よろしく

お願いいたします。 

武蔵野銀行久喜支店  支店長 風戸武博 様 

皆さまこんにちは。人事異動で、八潮支店より着任いたしました。銀行も初めての経験で10連休

ということもありまして、こちらの対応をしっかりやるということで、例年より1ヶ月以上、人事異動がず

れまして、5月中旬に着任をさせていただきました。まだ久喜にきてから、２・3日しかたっておらず。

久喜には、年1回ハーフマラソンに参加する程度で、今は、市役所に行くにも、ナビなしでは行けな

い状況です。ロータリーには、初めて参加させていただきますので、ロータリーの目的をしっかり胸にき

ざみ、皆さまにご指導いただきながら、私自身も成長できればよいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

葉 翰霖さん （台湾） 日本工業大学 修士2年 

この間、久喜ロータリークラブの皆様と一緒にゴミゼロ運動の奉仕活動を参加しました。場所は久

喜駅東口からのところですけど、環境を守るため、自分の力も貢献して、本当に嬉しかったです。 

また、奉仕活動を終わってから、江ノ島をバス旅行に行きました。初めて江ノ島に行ったんですけど、埼玉県で見えないきれい

な景色を見て、皆様と一緒に美味しい料理を食べながら、喋っていました。カナダからのロバート君も交流して、充実した時間を

過ごしました。 

今回の奉仕活動は自分の人生として、やる価値があると思います。もし、私にできることがあれば、力も貸すと思います。 

以上です。ありがとうございます。 

（原文のまま）

ロバーロ君（カナダ）みんなさん, こんにちは. みんなさん, 今日はお元気ですか? 私はいつもこ

の質問をします. しかし, 私は久喜ロータリーがとても好きです. それで, 私はこの質問をたくさんしま

す. はじめに, 江ノ島へのご旅行ありがとうございました. 私は他の人のようにビールを飲みませんでし

た. しかし, それはまだとても楽しかったです. 私はさざえとおせんべいを食べました. それはとてもおい

しかったです. 山の上に美しい神社が見えました. とても面白かったです. 私の交換はこれまでとても

楽しいものでした. それでもまだとても楽しいようです. 久喜ロータリーありがとうございます. カナダに戻ったら大学へ行きます. そし

て, これからも大学で日本語を勉強します. 私の交換で久喜ロータリーは私の家族になりました. 私はとても楽しかったです. カ

ナダに戻ってきて寂しいです. 二十三日のパーティーありがとうございました. 楽しいですね. どうもありがとうございました. みんなさ

ん, ありがとうございます. 

（原文のまま） 

シトラリさん（メキシコ）みなさんこんにちは。あと 2週間でメキシコに帰ります。今は、いろんな感情

を持っています。日本とメキシコの生活は違う。メキシコでは、自分の家族、友達、ペットとの生活にもど

る。まだ、ちょっとこわい。きんちょうする。本当に日本に慣れた。メキシコにもどると、大学のまえに、まだ 1

米山奨学生・青少年プログラム留学生 
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年ある。日本にいた時、家族と友達は、あまりコミュニケーションがなかった。ずっといそがしかった。メキシコと日本は、14時間ちが

うから、コミュニケーションがなかった。この 1年、たくさん経験をした。たくさんのことを習った。あたらしい友達ができた。すばらしい

人と知り合った。ほとんどの留学生は、ヨーロッパに住んでいるから、悲しい。一番近いのは、ロバートとアメリカ人。またみんなに会

いたい。早く日本に戻りたい。メキシコに帰ったら、もう一回日本語を勉強したい。もっと日本語がうまくなりたい。21日は、フラン

ス人の友達が帰る。その日は、泣いちゃう。ホストクラブになってくれてありがとう。学校で、5月 27日お別れスピーチをした。みん

な泣いちゃった。本当にかなしかった。20日で学校が終わる。そのあとは、帰る準備をする。今日は、ありがとうございました。 

 

   縦Ｐ Ｐ４～８ サッカーで見る世界観 横浜ＦＣ会長 奥寺康彦 

    Ｐ１５  例会で「君が代」合唱の始まり 広島西ＲＣ 諏訪昭登 

   横Ｐ Ｐ７～１５ クラブ「広報力」 鹿児島西ＲＣ 深尾兼好 

    Ｐ１６～１８ ２０１９年度「規定審議会」報告 曽我隆一 

 

 

【例 会 のご案 内 】   

月 日 例 会 卓 話 

6 

13（木） 通常例会 クラブ研修② 

20（木） 休 会   

27（木） 
親睦ゴルフコンペ 鴻巣 C.C.  

最終例会 菖蒲・田口屋 18時～ 送迎バス＝久喜駅 au前 17時⇒あやめ会館 17時 30分 

【今後の予定・その他】  

 月 日  

6 

7（木） 派遣学生・来日学生 埼玉県知事表敬訪問 

12（水） 第７グループ次年度会長・ 幹事会 

15（土） 米山記念奨学生バス旅行 葉さん 

16（日） 派遣学生・来日学生 最終オリエンテーション＆フェアウェルパーティー 

20（木） 第７グループ 会長・ 幹事会 

23（日） 第７グループ合同来日留学生送別会 

24（月） 地区チーム・会長・幹事 打上げ大会 

25（火） シトラリ 帰国 

29（土） ロバート 帰国 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のニコニコ BOX 35,000円 

 

 

 

 

ロータリーレート 6月 1 ドル＝110円 

 

服部 幹事 

 

 

 

 

 

幹事報告 

★八鍬様、川田様：今日はお世話になります。★大塚会員：本日の次年度協議会ありがとうございます。 

★中山会員：ロバート君、シトラリさん、お元気でね。★倉持会員：夢川会長もうすこしがんばってください。 

★平澤会員：今月もよろしく。★正倉会員、伴さん、小柳会員、岡崎会員：本日もよろしくお願いします。 

★林会員：ガバナー補佐八鍬さんよろしくお願いいたします。★金沢会員、加藤会員：欠席のおわび。 

★冨田会員：誕生日のお花ありがとうございます。今月もよろしくお願いします。（敬称略・順不同）                                                

SAA 横山 委員長 

 

スマイル報告 

出席委員 飯島 委員 

 

出席報告 定員 免除 出席 ＭＵ 欠席 出席率 

50 13 24 4 9 75.67％ 

 

委員会報告 
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会報・雑誌委員会 

加藤委員長 
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