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みなさんこんにちは。

本日は、私の年

度になり、3 回目

の例会になります。

ガバナー公式訪問

ということで、緊張

していますが、各テ

ーマにそって、分り

やすくスムーズに進められるよう努めたいと思います。ご協力よ

ろしくお願いします。 

小林操ガバナー、八鍬ガバナー補佐、地区副幹事の黒田

様、ようこそ久喜ロータリークラブへお越しくださいました。歓迎

申し上げます。 

米山記念奨学生の葉君、毎回例会前に会場準備のお手

伝いをしてくれて、ありがとうございます。青少年交換プログラ

ムで、8月早々にドイツに出発する赤沼里和子さん、出発準

備で忙しいところ、ようこそおいで下さいました。これから予定さ

れるドイツでの 1年間の留学生活について、希望や抱負等、

その思いを挨拶の中でお聞かせください。皆様ご存知の通り、

事務局の赤沼さんの御嬢さんです。先月 6 月末に帰国した

カナダからの留学生ロバート君を、赤沼家滞在時に仲良く規

律をもって面倒をみられたということで、母親の赤沼さんより聞

いています。英語が得意ということですが、ドイツ語圏での 1

年間の留学は、さらに国際感覚を身につけて帰国報告をし 

 

てくれることを期待しています。 

ご紹介が最後になりましたが、オブザーバーの小山淳様は、

小山工業(株)代表取締役社長で、久喜菖蒲工業団地に

会社があります。お父様も当クラブのメンバーでした。2代目ロ

ータリアンとしての入会になります。現状、木曜日が忙しいと

聞いていますが、3 回のオブザーバー出席で正会員となります

ので、是非、時間をやりくりして、続けてのオブザーバー出席を

よろしくお願いします。 

年 1 回のガバナー公式訪問は、各クラブにとりまして、前年

度、前々年度、またそれ以前の年度から行われている活動

項目を見つめ直す絶好の機会と思います。本年度、小林ガ

バナーが掲げられた地区方針である“ポリオ撲滅活動からクラ

ブ活性化へ”のテーマに沿って、話される卓話をよく聞いて、そ

の意味と重要さを理解、納得したいと思います。 

本年 10月 24日に予定している、久喜クラブ、幸手クラブ、

幸手中央クラブの３クラブ合同での“世界ポリオデー”のイベン

ト開催を大成功にもっていく為にも、当クラブメンバー全員の

ご協力、ご理解をよろしくお願いします。 

本日は、これから例会終了後のクラブ協議会、懇親会と長

時間続きますが、ご協力の程よろしくお願いします。そして、

今日“久喜提灯まつり”の中心スタッフとして活躍されているた

めに出席できなかったメンバーの心配りとご協力に感謝いたし

ます。 

会長：大塚 勉  幹事：福田喜美夫  

会報・雑誌委員会：風戸武博・伴 光治・加藤久雄 

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：大塚 会長 

 

本日のお客様紹介 

 

天野 副会長 

ようこそ久喜ロータリークラブへ 

2770 地区ガバナー 小 林 操 様(越谷北 RC) 

 八鍬伸一 様(蓮田 RC) 

2770 地区副幹事 黒田幸英 様(越谷北 RC) 

オブザーバー 小山工業㈱ 小山 淳 様 

米 山 記 念 奨 学 生 葉 翰 霖 さん 

   さん 

 

司会：横山会員 
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米山記念奨学生 葉 翰霖さん （台湾） 日本工業大学 修士2年 

皆様、小林ガバナー、こんにちは。米山奨学生のヨウです。 

本日も近況報告をさせていただきます。最近は就職先の内定を頂いて、色々な手続きを行っており

ます。色々な手続き大変ですけど、心は嬉しいです。 

今週も先生と 4年生と一緒に久喜のヴェルディングアロイズ 株式会社に見学しました。この会社は

溶接会社さんでございます。見学する時はウルトラファインバブルを使用した効果を説明してくれました。自分の研究だけではなく、後

輩の実験も手伝うように勉強しておりました。いい経験を積みました。 

そして、今のところも来月の砥粒加工学会の発表を準備しております。色々緊張していますけど、前向きに頑張りたいと思います。 

 

 

2019‐20年度青少年プログラム派遣候補生 赤沼里和子さん 

皆さんこんにちは。2019-20年度、久喜 RC様・幸手 RC様スポンサーのもとドイツへ派遣していただ

きます赤沼里和子です。８月２日、出発することが決まりました。行き先はドイツのフランクフルトです。

通う学校はレイニンガー・ジムナジウムです。 

出発まで残り、15日となりました。準備をしながらワクワクする気持ちと同時に、不安な気持ちや寂しい

気持ちがこみ上げてきます。1年後、成長した姿でお会いえきることを楽しみにしています。 

久喜 RC様・幸手 RC様、第 2770地区の皆様、このような機会を与えていただき本当にありがとうございました。 

 

新会員バッチ贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様挨拶 

 

2770地区副幹事 

黒田幸英 様(越谷北 RC) 

 

第 7グループガバナー補佐 

八鍬伸一 様(蓮田 RC) 

オブザーバー  

小山工業㈱ 小山 淳 様 

 

埼玉りそな銀行久喜支店  

支店長 中村和也様 

 

武蔵野銀行久喜支店 

支店長 風戸武博様 
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   公式訪問挨拶 

      国際ロータリー第 2770地区 

      ガバナー 小 林   操 様 

 

2019‐20 年度第

2770 地区ガバナー

の小林操です。ど

うぞ１年間宜しく

お願い申し上げま

す。クラブ公式訪問は、会員の意欲を高めクラブを支

援することが主な目的ですが、先ず国際ロータリーの

テーマ、現状、地区テーマ、方向性等についてお話を

して行きたいと思っています。 

2010‐20年度国際ロータリーのマーク・ダニエル・

マローニー会長はテーマとして、「Rotary Connects 

the World （ロータリーは世界をつなぐ）」としまし

た。これはロータリーのビジョンに沿ったもので、「私

たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そして自

分自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、人

びとが手を取り合って行動する社会を目指していま

す」としています。ロータリアンは行動人であり、イ

ンスピレーションと変える力を持っています。そして、

ロータリーを通じて世界で、地域社会で、職場上の機

会で、支援を必要としている人々と「つなが」ってい

ます。国際ロータリーはこのビジョンのもと、戦略的

優先事項、年次目標が示され、ロータリーの将来への

道標を明らかにしています。 

 ロータリーは変化を促し、成長しています。日本の

多くのロータリアンは、これはロータリーではない、

という話を聞きます。しかし皆さん、外を、世界に目

を向けてください。国際ロータリーは柔軟性を助長し、

開かれ、多くの人々に近づき、世界を変える行動人に

なることを求めています。 

ロータリーでは、ポリオ根絶活動はすでに 30 余年

になり、多くのイベントを開催し寄付を続けて来まし

た。99.9％まで発症が減り、あと少しまで成果を上げ

てきましたが、最後の最後がいまの現状です。ロータ

リアン一人一人の気持ちが大きな力になり、ロータリ

ーのレガシーを作るはずです。 

2019-20 年度、想いを行動に、「ポリオ根絶活動か

らクラブ活性化へ」を地区方針とさせて頂きました。

自分がポリオ患者であり、その痛みを、そして貧困か

ら劣悪な環境の中、運悪く障害を背負った子供たちを、

親の気持ちを、それを思えば、感じれば、そしてロー

タリアンなら、何もしない選択肢はありません。障害

に対する同情をお願いするのではありません。世界を

支える子供たちのために少しでも多くの人たちに理

解され、根絶すれば、ポリオに罹った人たちは、もち

ろん、世界のお母さんに安心を与えることができます。 

この想いを地区のロータリアンと共有したい。愛す

る人、愛する子供のためにこの人道的活動はピタッリ

です。クラブで、ポリオを学び、貧困を考え、社会的

価値を計り、心が一つになれば、自然とクラブは活性

化されるでしょう。 

皆さんのクラブは何をしますか。10月 24日一緒に

世界ポリオデーに参加しましょう。 

 

 

 

友好クラブ委員会 野口 委員長 

8月 3日～5日 子供 9名と野辺地ロータリークラブメンバー他 計 16名 

 3日 12時頃 お迎え ⇒ 交流会 ⇒ 歓迎会 

 4日 東京方面（国会議事堂、東京タワー）⇒ サッカー観戦  5日 本田静六記念館 ⇒ お見送り  

親睦委員会 服部 委員長 

8月 29日（木）夜間例会 屋形船（浅草橋～東京湾） 

会員：12,000円 オブザーバー：8,000円 

15時 50分 久喜駅西口 ⇒ 16時 35分 菖蒲あやめ会館 出発   

ご家族、ご友人、オブザーバーお誘いあわせの上、ふるってご参加ください！ 

 

委員会報告 
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 定員 免除 出席 ＭＵ 欠席 出席率 

7/18 47 11 27 2 7 80.55％ 

 

  

 

 

【例 会 のご案 内 】   

月 日 例会 卓 話 会 場 

7 25(木) 例会振替 ⇒ 27日  

27(木) 社会奉仕活動 献血活動 久喜駅西口 10時～16時＊クラブのポロシャツ（黄色）を着用 

8 

 

1 (木) 通常例会 

8月誕生祝い 派遣生帰国報告会（建入君、宝達さん） 

社会奉仕補助金受取（清久小学校 校長） 

例会終了後、理事役員会 

三高 

8 (木) 休会 － - 

15(木) 休会 － - 

22(木) 通常例会 卓話：久喜市長 梅田氏 三高 

29(木) 夜間例会 親睦 屋形船 15:50久喜 Au前⇒16時 35分あやめ会館／18時 30分出港） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

福田 幹事 

 

 

 

 

 

幹事報告 

★大塚会長：小林ガバナーよろしくお願いします。★田口会員：小林ガバナーようこそ。 

★飯島会員：ガバナーようこそ。 ★尾崎会員：ようこそガバナー。★中山会員：小林ガバナーようそこ。 

★林会員：小林ガバナーようこそ。宜しくお願いいたします。★加藤会員：小林ガバナーようこそ。★伴会員：小林ガバナーようこそ。 

★冨田会員：本日は小林ガバナーよろしくお願いします。★松崎会員：小林ガバナーようこそ。 

★野口会員：小林ガバナーようこそ。★平澤会員：ガバナーよろしく。 

★野原会員：小林ガバナーようこそ。赤沼さん元気でいってらっしゃい。 

★河野会員： ようこそガバナー。★福田会員：小林ガバナー、八鍬さん、黒田さんようこそ。 

★倉持会員：本日はガバナーようこそお越しくださいました。★天野会員：本日はよろしく。 

★木村会員：小林ガバナーどうぞよろしくお願いします。★中村会員：よろしくお願いします。 

★高橋会員：小林ガバナー、八鍬ガバナー補佐、黒田副幹事、本日はありがとうございます。（敬称略・順不同）   

本日ニコニコ BOX  55,000円（累計 201,500円）   

SAA 横山 委員 

 

スマイル報告 

出席委員 飯島 委員長 

 

出席報告 
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