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

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、

国歌・奉仕の理想斉唱

〔会長挨拶〕松崎

ロータリーの目的唱和

宏会長
皆さんこんにちは。5 月 27 日～30 日まで、韓国で開催されたソウル国際大会に
久喜ロータリークラブより、進藤和夫幹事、山中和子会員、野口はやみ会員、天
野正幸会員、横山健次会員、高橋徳雄会員と私の７名で参加してまいりました。
現地では、井原ガバナーとも同行させていただき、ガバナーナイトは 506 名の登
録があり素晴らしいガバナーナイトでした。ご当地韓国 3750 地区のガバナーノミ

ニーをはじめ、多くの皆様が参加され素晴らしい交流と楽しい一夜を過ごさせていただきました。大変
実りある４日間となりました。参加いただきました皆様ありがとうございました。

〔お客様紹介〕倉持政宏副会長
米山奨学生：代

莉（ダイ リ）様

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：皆様、こんにちは。まず、５月誕生日の方に、「誕
生日おめでとうございます。」を申し上げます。5 月 22 日
に米山学友会主催の親睦旅行で米山梅吉記念館に行きまし
て、ロータリーの精神、米山奨学金のことを深く理解しまし
た。終わりの頃記念館の方が参加者の全員に手をつないでも
らって、ゲームをやりました。まず、両手を挙
げて、両手を下ろします。次、左足を挙げて、
左足を下ろします。ここまでよくできましたけ
れども、最後の一つ：「自分の左手を挙げてく
ださい。」に対して、自分の左手だけを挙げた
り、どちらの手を挙げるかに迷う人が何人かで
ました。でも正解は両手を上げることです。その時、ガイドさんが「私たちの左は必ず誰かの右手があ
り、自分の右手が誰かの左手をつないでいます。」と教えてくれました。私が何か困る時は必ず誰かが
支えてくれます。また私たちも普段誰かを支えています。現在私の左手は久喜ロータリーの皆様の暖か
い右手とつないでいて、皆様が私を支えています。これからは自分も右手とつないでいる人を支えたい
です。

〔表彰伝達〕
米山功労者マルチプル：中山登司男会員

〔委員会報告〕
＊国際奉仕委員会

野口はやみ委員長

ソウル国際大会（5 月 28 日～6 月 1 日）参加報告

皆さん今日は、国際奉仕委員会より先日 5 月 27 日～30 日の国際大会のご報告を致し
たいと思います。会場はソウル市内にありますキンテックスという建物で広い敷地に 10
のホールその一つ一つがとても大きなホールでした。それぞれの中で色々な会議が開催
されておりました。世界より集まったロータリアン、その家族と大勢の仲間でいっぱい
でした。前日のガバナーナイトは、2770 地区より 500 名以上の参加で大盛況でした。毎
日暑い日が続いた 4 日間でしたが、1 番暑かったのは大会会場に行った日でしたか、私たちのツアーは、
井原ガバナーご夫妻、渡辺パストガバナーその他 3 名のロータリアンと総勢 15 名のツアーでした。出
発の日、羽田で大韓航空が炎上するというニュースを聞いてびっくりしました。でも私たちは、成田か
らの出発でしたので大丈夫でした。田中徳兵衛パスト他何
名かは飛行機から滑り台で降りたそうです。私たちも羽田
発でしたら、この事故に遭ったかもしれませんでした。
私たちは釜山に一泊ソウルに二泊しました。3 日目の夜
は 3750 地区のガバナーノミニーやインターアクト関係の
ロータリアンと夕食を致しました。そして翌日には何の事
故もなく無事帰って参りました。
来年はアメリカアトランタで開かれます。機会がありましたら是非アトランタに参加したいと思いま
す。

詳細につきましては「ソウル国際大会」をご検索下さい。

＊社会奉仕委員会

金田仁志委員

「ゴミゼロ・クリーン久喜市民運動」参加報告。

５月２９日（日）８時から久喜駅東口大通りの清掃活動を行いました。参加者はメン
バー６名と安田さんの７名でしたが、沢山のゴミを集めて快い汗をかかせていただき
ました。活動の様子は週報№43 をご覧ください。

〔卓話〕天野正幸会員 「親睦活動月間に因んで 事業報告」
親睦委員長のお役をいただき有難うございました、お陰様で最終例会を残し１年間
無事に終了する事が出来ます。今年度親睦では例年通りの夜間例会クリスマス例会
（美川憲一ショーパレスホテル）、一泊親睦例会（米山財団視察後稲取銀水荘）最終
例会はゴルフ観光を予定しています。
クリスマス例会ではロイヤルパインズとパレスホテルの何れか一方のショーを選ぶのですが、パレス
ホテルの方は営業が熱心なのですが食事内容は正直な所イマイチ、例会場も特別チャペルの用意をして
頂きましたが、費用がかかる飲み物代がかかる、そんな状況でした。
一泊研修に関してですが例年の 10 月は忙しいという事で、検討して三月に時期的に移行させていた
だいたのですが年度末も重なりやはり参加者数は伸び悩みました。何か魅力ある企画時期を選ぶ必要が
あると思いました。
夜間例会に関してですがこちらはたくさんの方の出席をいただきました、最終例会も今回あまり行っ
ていない茨城メロン狩りとゆう事もありたくさんの方に参加いただく予定でおります、一年間お世話に
なりました。

〔幹事報告〕進藤和夫幹事
＊６月レート：１ドル

１１０円

＊次回例会：９日（木）
来訪

本年度クラブ協議会
近藤ガバナー補佐・富田グループ幹事

〔スマイル報告〕金田仁志 SAA
☆国際大会に行って来ました：野口はやみ
☆国際大会お疲れ様でした：尾崎敏彦 ☆今日もよろしく：松崎宏
☆天野さん卓話よろしく：伴光治 ☆早退します：飯島誉夫
☆欠席のお詫び：加藤久雄

（敬称略・順不同）
本日の合計
累 計

〔出席報告〕
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2016 年 6 月 2 日

三高サロン

事

2016 年・06 月の例会予定の確認【尾崎プログラム委員長】
6 月 9 日例会に近藤 G 補佐、富田 G 幹事が来会。
・6 月例会を宜しくお願い致します。

２.各部門委員長（所属委員会行事）報告
●

クラブ管理運営部門【倉持委員長】特に無し➡会員増強維持部門【服部委員長】
欠席➡クラブ広報部門【飯島委員長】欠席➡奉仕プロジェクト部門【林 委員長】
欠席➡財団部門【金沢委員長】欠席➡親睦委員会【天野委員長】最終例会を宜し
く（参加者≒30 名）➡青少年奉仕委員会【夢川委員長】次年度も北陽 IA に会長
と訪問する➡ＳＡＡ【金田委員長】特に無し➡会計【加藤会計長】特に無し

メモ・・・
●地区主要行事、第七グループ主要行事の確認➡幹事
* ソウル国際大会（2016.5.27～5.30 日）➡7 名にて参加➡無事帰国
* 最終第 7G 会長幹事会➡6 月 27 日（宇都宮サンヒルズ）で開催
メモ・・・
●その他➡幹事（SAA・親睦）
・現、次年度理事役員会 5/19～20 日鬼怒川（一心館）結果報告➡別紙参照
３、承認依頼・事後報告事項・
* 無し
４、その他・引継ぎ検討報告事項
*新事務局員の募集（安田事務局より要請有）
*引継ぎ事項の確認（次年度活動計画書クラブ細則の追加変更あり）

～江戸小話～
「結

婚」

「お父さん、実は結婚したい人がいるんですが。」
「おお、そうかそうか、それなら協力するぞ、で、相手は誰なんだい？」
「タバコ屋のみーちゃん。」
「えっ、タバコ屋のみーちゃん、ああそれはダメだダメだ、タバコ屋のミーちゃんだけは
絶対にいかん。
」「何で、今協力するって言ったじゃないですか？」
「タバコ屋のみーちゃんは絶対ダメだ、いいか、お母さんには言うんじゃないぞ
本当の事を言うとな、みーちゃんはお父さんの子供なんだ、つまりお前とみーちゃんは
兄妹、兄妹で結婚する訳にはいかないから、ダメなんだ。」
と知らされ息子が泣き崩れていると、母親がやってきて
「どうしたんだいお前、大の大人が泣くなんてみっともない、何かあったのかい？」
「実は、タバコ屋のみーちゃんと結婚したいと言ったらお父さんがダメだって言うんで。」
「どうしてダメだって言ってんだい？」
「タバコ屋のみーちゃんは、本当はお父さんの子供なんだって、僕とは兄妹だから
結婚させる訳にはいかないからタバコ屋のみーちゃんだけはダメだって。
」
「ああら、構わなわよ結婚しちゃいなさい。私もあなたに本当のことを言うと
あなたは、お父さんの子供じゃないんだから。」
ちゃんちゃん

次回例会

６月９日（木）

通常例会
点鐘 １２：３０
会場 三高サロン
クラブ協議会 本年度
来訪 近藤ガバナー補佐 富田グループ幹事

皆さんの出席をお願いいたします。

久喜市菖蒲

SAA

出席委員会

あやめ・ラベンダーのブルーフェスティバル
（6／5～6／26）

イベント会場：菖蒲総合⽀所周辺

菖蒲城趾あやめ園

ラベンダー⼭（しらさぎ公園）

