
活気あふれる 

ロータリーを通して 

「 人 づ く り  

  そ し て 奉 仕 」  

 

 

 

 

 

 

     

点鐘    

ソング 我らの生業 

〔会長挨拶〕松崎 宏会長                            

 皆さんこんにちは、最近はハナミズキやつつじが咲き乱れ、穏やかな日々を

過ごしていますが、熊本や大分は現在大変なことになっています。今までにな

かったような地震の影響で、建物やインフラがめちゃくちゃになっています。

今後は熊本地震への支援金を贈るために募金活動などを行いたいと思っており

ますのでご協力をお願いします。 

本日は、米山奨学生の代莉さんが例会にお越しくださいました。ご覧のとおり、美しく優しそうな人

だと思います。1 年間サポートをさせていただきますので皆さん宜しくお願いします。 

 

〔お客様紹介〕倉持政宏副会長 

米山奨学生：代 莉（ダイ リ）中国 山西省 埼玉大学社会科学修士課程 専攻 国際日本アジア 

ご挨拶： 皆さん、はじめまして埼玉大学の代と申します。中国山西省から参

りました。山西省は埼玉県と友好関係にあり縁が深いです。3 年間大連で勉強

をし、2 年前に日本に来ました。 

1 年間は埼玉、あと 1 年は神奈川で、

大学院の試験の準備をして昨年 3 月に入

試、埼玉大学に入学しました。 

日本にきていろいろ助けて頂き、その

恩返しをしたいのでボランティアをしています。 

1 年間よろしくお願い致します。 

 

〔委員会報告〕 

＊社会奉仕委員会 河野富美男委員長  

       ＊4 月 14 日（木）に開催された久喜ライオンズクラブ主催、久喜ロータリークラブ共催

の献血にご協力頂き有難うございました。受付人数 61名、採血人数 44名でした。 

＊5月 29 日（日）は、ゴミゼロ運動です。ご協力よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

“Be a gift to the world”
K.R.“ラビ”ラビンドラン RI 会長

久喜菖蒲ロータリークラブ週報

2016 年 4 月 21 日（木）

20８1 回例会 №39 

国際ロータリー第 2770 地区 

ガバナー 井 原  實 

ロ ー タ リ ー は 奉 仕 を 通 じ て 、

人 づ く り 、 自 分 作 り  

例会日：毎週木曜日 12：30～13：30 

例会場：三高サロン 久喜市久喜中央 4-９-８３ 

事務局：久喜市久喜中央 1-5-32 ツジヤビル 3F 

会長  松崎 宏  幹事 進藤和夫 

会報委員  多田和男・高木学・田村盛良 

松永元彦・大島修一 



〔卓話〕野口はやみ会員「地区出向報告」 

こんにちは、本日は地区青

少年育成インターアクト委

員会の活動を報告させて頂

きます。ここに前年度インタ

ーアクト委員長の進藤さん

が居ますのでとてもやりに

くい面もありますが、報告の中で足りない面があ

りましたら補足をお願い致します。 

青少年インターアクト委員会は、蓮田ロータリ

ークラブの加藤始委員長他7名の委員で構成され

ております。具体的な活動としましては高校生の

社会体験活動プログラム（5DAYS プログラム）又、

定時制高校生の自立支援プログラムと職場提供

の支援そして協力です。 

（5DAYS プログラム）は上尾橘高校、岩槻北陵高

校の 2校で実施されました。インターアクターは

地域社会、地区グループ、クラブの開催するイベ

ントに参加をして頂きます。例えば社会奉仕活動

として地区大会に参加して東日本大震災の為の

支援や募金活動を行います。ちなみに当クラブで

は、久喜北陽高校の生徒さんが久喜市民まつり、

あやめ祭りに参加して活動をして貰っています。

今年度の地区大会の募金は大宮駅西口、さいたま

新都心駅、浦和駅西口、ソニックシティでの活動

で約 70 万円の募金を集めることが出来ました。 

 次にこれはインターアクト委員会のメーンと

云っても過言ではないと思います。韓国第 3750

地区とのインターアクト相互交流です。1 月には

訪日団の受け入れ、3 月には訪韓と相互交流に向

けての準備です。今年度は、訪日として 1月 8日

から 13 日の 6 日間で相互交流が行われました。

まず大変なのは生徒 50 人と先生のホームスティ

先を決める事、これが中々大変な事でインターア

クトクラブがあっても受け入れはできないとか

男の子でなければ、女の子でなければと、もちろ

んインターアクトクラブのないクラブでも受け

入れてくれるところもあります。特に先生のステ

ィ先が難しいのです。でも何とか全員のスティ先

が決まりました。久喜菖蒲クラブで 3名の生徒を

お願い致しました。ありがとうございました。そ

の 6日間の中では、インターアクト協議会、歓迎

会、ディズニーランドの引率、ロータリアンの接

待と朝早くから夜遅くまで何かと大変な6日間で

した。 

 そして今度は訪韓です。3 月 25 日から 30 日の

6日間、三國団長ご夫妻をはじめ生徒 45 名、顧問

教師 3 名、ロータリアン 5 名、計 55 名で行って

参りました。訪韓は、訪日の時と同じスケジュー

ルで少しきついところもありましたが、楽しく行

って参りました。又生徒たちも同じ思いで 6日間

という短い期間でしたが、素晴らしく楽しい交流

をしたのではと思います。生徒たちの中には韓国

語を一生懸命覚えて結構話せる子もいましたが

お別れのときはホームスティ先の家族も片言の

日本語と韓国語での涙、涙のお別れ会でした。そ

れを見てああ連れてきてよかったなあと思いま

した。次年度も又是非行ってみたいと思います。

今年度ももう少し残っておりますが、次年度も地

区青少年育成インターアクト委員会に出向させ

て頂きます。よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〔幹事報告〕進藤和夫幹事 

＊地区より、熊本地震災害支援 義捐金のお願い  会員一人につき 1,000 円 

＊次回例会：28 日（木） 夜間例会  田口屋 18：00  

送迎バス 久喜 au 前 17：00  菖蒲あやめ会館 17：30 

（直行の方はご連絡下さい） 

 

〔スマイル報告〕金田仁志 SAA 

☆米山奨学生代さんよろしく：夢川善裕・松崎宏  

☆本日もよろしく：野口はやみ・倉持政宏・伴光治 

☆久しぶりです：鈴木弘道 ☆欠席のお詫び：正倉勝治・鈴木つね子 

（敬称略・順不同） 

 

                              

〔出席報告〕 出席委員会 新井 博委員長 

 

 

 

 

 

点鐘 

 

 

江戸小話  チョコレート 

女の子がお菓子屋さんにチョコレートを買いに来まして。 
    「チョコレートは、男の子の人形の形をしているのと、 

  女の子の形をしているのがあるけど、 
     どっちがいいの？」 
    「男の子のほうがいいわ。」 
    「へぇ、どうして男の子の人形の方がいいの。」 
    「だって、食べる所が多いから。」 

     
                    ちゃんちゃん          

         

                          
次回例会  ４月２８日（木）  夜間例会  

  点鐘 １８：００ 
                           会場 菖蒲 田口屋 

４月誕生祝い 

 
皆さんの出席をお願いいたします。   SAA・出席委員会 

                               
 

本日の合計 ￥１９，０００ 
累 計 ￥１，２４８，５００ 

 定 員 免 除 出 席 M U 欠 席 出席率 
本日出欠 50 10 24 5 11 72.50％ 



久喜ロータリークラブ  ２０１６～１７年度  委員会一覧表 
＊役員・理事＊ 
《役員》 《理事》
会長 倉持政宏 クラブ管理運営部門委員長 中山登司男 
直前会長 松崎宏 会員増強維持部門委員長 進藤和夫 
副会長 中山登司男 クラブ広報部門委員長 大塚勉 
幹事 天野正幸 奉仕プロジェクト部門委員長 夢川善裕 
副幹事 黒須久雄 ロータリー財団部門委員長 松崎宏 
ＳＡＡ 新井博 プログラム委員長 金澤利幸 
会計 伴光治 親睦活動委員長 福田喜美夫 

社会奉仕委員長 金田仁志 

 

クラブ管理運営部⾨委員⻑ 会員増強維持部⾨委員⻑ クラブ広報部⾨委員⻑ 奉仕プロジェクト部⾨委員⻑ ロータリー財団部⾨委員⻑  
中山登司男 進藤和夫 大塚勉 夢川善裕 松崎宏 五⼈委員会
出席委員会 増強委員会 広報委員会 職業奉仕委員会 財団・ポリオ委員会 林明
◎飯島誉夫 ◎横山健次 ◎多田和男 ◎木村光一 ◎伴光治 平澤道男
○木村光一 ○金澤利幸 ○林明 ○野原宏 ○田口博康 野口はやみ
伴光治 田村盛良 黒須久雄 服部智也 田口敏男 尾崎敏彦
正倉勝治 増田建夫 田口敏男 蓮実利勝 関勝四郎 松崎宏
桐ヶ谷正夫 松永元彦 鈴木つね子 和田義雄 平澤道男 

大島修一 高木学 田中暄二 
プログラム委員会 山中和子 会計監査
◎金澤利幸 社会奉仕委員会 菊地雅之
○金田仁志 会報委員会 ◎金田仁志 ⽶⼭奨学委員会 加藤久雄
鈴木弘道 ◎黒須久雄 ○冨田英則 ◎尾崎敏彦 
鈴木逸郎 研修委員会 ○正倉勝治 高木学 ○林明 

◎鈴木弘道 関勝四郎 新井博 冨田英則 会計
友好クラブ ○野原宏 鈴木逸郎 福田喜美夫 田中暄二 伴光治
◎野口はやみ 加藤久雄 加藤久雄 河野富美男 髙木容 
○平澤道男 桐ヶ谷正夫 松崎宏 大島修一 
新井博 蓮実利勝 
金澤利幸 雑誌委員会 国際奉仕委員会
大塚勉 分類選考委員会 ◎高橋徳雄 ◎河野富美男

◎山中和子 ○加藤久雄 ○進藤和夫
○鈴木つね子 鈴木逸郎 島先良衛

親睦活動委員会 正倉勝治 田村盛良 増田建夫
◎福田喜美夫 髙木容 田口博康
○和田義雄 齋藤美津枝 斎藤文平 ⻘少年奉仕委員会
飯島誉夫（ゴルフ 斎藤文平 ◎松永元彦
高橋徳雄(副ｺﾞﾙﾌ) ○服部智也
林明（写真） 田村盛良
岡野実 木村光一
齋藤美津枝 横山健次

ＳＡＡ ◎新井博 菊地雅之 冨田英則
○横山健次 増田建夫 金田仁志

地区役員  地域社会奉仕委員  林 明 青少年育成・インターアクト委員  野口はやみ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久喜ロータリークラブ  2016～17 年度 公式決定スケジュール一覧表 

現在決定又は予定日程 

7.14：ガバナー補佐来訪   7.23：ロータリークラブ主催献血    

8.5～7：野辺地訪問（青少年交流）  10.3：地区大会記念ゴルフ  11.12～13：地区大会 

12.1 頃：ガバナー補佐来訪  12.8：ガバナー公式訪問 

2017.225：グループ IM （幸手）   6.10～：アトランタ国際大会    

 


