
 
 
 
 
 

 

 
点鐘   ソング 我らの生業斉唱  
〔会長挨拶〕倉持政宏会長 

皆さんこんにちは。昨日、社会奉仕委員会のひとつのメイン事業である心臓マッサ

ージの練習機を市役所に贈呈してきました。久喜市からは感謝状を頂いて参りました。

各学校で講習会が、開催されると思います。これも高木学委員、夢川部門委員長、金

田委員長をはじめとする社会奉仕委員会の皆様のお陰と感謝しております。 

次に幸手ロータリークラブとの合同例会を１０月２６日（水）に開催したいとの話

がありました。幸手ロータリークラブは私たちの親クラブでもありますので、皆さんで参加していただ

ければとおもいます。  

さて、本日は、久喜市立菖蒲小学校高砂校長先生、そして６年生の斎藤洸河さんにおこしいだき心よ

りお礼申し上げます。これから先日の夏休体験学習 in野辺地 2016の体験談をお話ししていただきます。

私は、体調を崩して御一緒できず、菖蒲小学校の皆さんには失礼をしてしまいました。しかし幹事が毎

日写真を送ってくださったので、ご一緒したような気がしています。本日、お話をお伺することで、皆

さんの体験を共有出来ることを楽しみにしています。よろしくお願いいたします。

 
 
 
 
 
〔お客様紹介〕中山登司男副会長 

久喜市立菖蒲小学校 校長  高砂光延様 
             〃    ６年生 斎藤洸河様 

幸手ロータリークラブ    山口寿通会長 

〃        長島茂雄幹事  

〔お客様挨拶〕 
山口寿通様：本日は例会の貴重な時間をおかりいたしまして、幸手ロータリークラブ創

立５０周年記念式典のご案内をさせていただきます。来年４月５日（水）に東京の東武

ホテルにて開催を致します。詳細につきましては後日ご案内させていただきますので、

久喜クラブの皆様には大勢のご参加をお待ち申し上げます。 

また、１０月２６日（水）の合同例会も宜しくお願いいたします。親クラブと言うことで、まずは幸手

の地で開催させていただきます。 

長島茂雄様：皆様こんにちは、幸手クラブ幹事の長島茂雄と申します。 

もうお気づきの方もいらっしゃると思いますが、「長島茂雄」名前が先行しちゃってい

ます。先ほど山口会長よりお話がありました通り、久喜クラブさんとの合同例会、当ク

ラブの 50 周年記念式典等、お世話になります。どうぞ宜しくお願いいたします。 

久喜ロータリークラブ週報 
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〔委員会報告〕 
＊友好クラブ委員会 野口はやみ委員長「夏休み体験学習 in野辺地 2016」のご報告 

       8月 5日、6日、7日と野辺地 RCとの青少年相互交流事業で菖蒲 

       小学校の児童 20 名と馬門小学校児童との交流に野辺地町を訪問 

いたしました。引率に高砂校長、染谷先生、久喜 JC5名、久喜 RC 

4名が同行いたしました。本日は参加頂きました高砂校長先生と 

斎藤洸河君に報告をお願いいたしました。宜しくお願いいたします。 

〔卓話〕「夏休み体験学習 in野辺地 2016」に参加して 

高砂光延様「野辺地町訪問報告」 
皆さんこんにちは。久喜市立菖

蒲小学校長の高砂光延です。本

日は、ロータリークラブ例会に

お招きをいただき、ありがとう

ございます。 
この事業の実施にあたりましては、今年も会長

様からお声をかけていただき、私たちは、8 月 5
日から 2 泊 3 日の日程で、青森県野辺地町への訪

問の機会をいただきました。本校からは 4・5・6
年生20名の児童と共にロータリークラブの皆様、

JC の皆様、PTA、職員が参加しました。 
訪問した 3 日間とも天気に恵まれ、具合の悪い

児童も出ることなく、予定された体験活動、交流

活動に取り組むことが出来、児童にとって初期の

目的を達成できたと考えています。 
まず、歴史や文化にふれるということです。三

内丸山遺跡の見学、ねぶた祭りに息づく伝統と

人々の熱気を肌で感じることができました。特に

ねぶた祭りでは、いろいろなご配慮のもとに児童

は最前列で見ることができ、自然と一体となって

充実した時を過ごすことができました。 

次に、自然にふれるということです。海岸での

カニとり、海辺の散策、こかぶを試食したり、豊

かな自然の中で成長したホタテも沢山ごちそう

になりました。久喜市にはない、海や山など豊か

な自然にふれる体験は、忘れられない思い出にな

りました。 
最後が人にふれるということです。3 日間同行

して下さり児童の安全確保と充実した活動をサ

ポートしてくださった、ロータリークラブや JC
の皆様、野辺地町の皆様、そして馬門小学校の子

どもたち、初めての出会いでしたが、人の温かさ

にふれ、きっと心にたくさんの思い出として刻ま

れたと考えています。 
本多静六博士が取り持つ縁として、スタートし

人と人との交流として深まってきました。参加し

た 20 名は交流の親善大使として今回 3 日間をさ

まざまな宝としていつまでも覚えていてくれる

と思います。 
結びにこのような機会をくださった多くの

方々にお礼を申し上げるとともに皆様のご健勝

と会の発展をご祈念し、報告とさせていただきま

す。本当にありがとうございました。 
 
斎藤洸河様「野辺地町への訪問で学んだこと」  

8 月の 5 日から 7 日まで、菖

蒲小学校の 4・5・6 年生合わせ

て 20 人で青森県野辺地町を訪

問しました。僕は、全体の代表

として積極的に交流することを目標にしました。

最初の日は、久喜駅に集合し、大宮駅に行った後、

新幹線で新青森駅まで移動しました。窓からは建

物や畑がまるで流れるように見えるほどのスピ

ードでびっくりしました。駅には野辺地町の方々

が待っていて下さり、さっそく最初の見学地三内

丸山遺跡にいきました。僕が一番楽しみにしてい

た場所です。とても広いところに約 5 千年も前に

人間の力で造ったとは思えないほどの大きな建

物や生活のあとなど、昔の人の知恵と文化の高さ

に感動しました。また、じっくり見学したいと思

いました。 
夕方には、ねぶた祭りを見ました。人の多さと

熱気、美しいねぶたにびっくりしました。いつの

間にか大きな声を出していました。いっしょに参

加でき、いつまでも忘れられない思い出となりま

した。 
2 日目には、海岸に行き、カニやヤドカリを採

柴崎牧場内 
 



りました。石を動かすとたくさんのカニが見つか

り、時間を忘れて、夢中になっていました。埼玉

にはない海の魅力を感じました。その後、おいし

いホタテの昼食をいただいたり、浜辺で遊んだり

しながら、馬門小学校に向かいました。学校では

児童の皆さんが待っていてくれました。僕は式の

中で代表の言葉を言いました。心臓がドキドキし

ました。しかし、何とか言う事ができてほっとし

ました。交流会のゲームでは馬門小学校の人と友

達になることができました。とてもうれしかった

です。また、青森県のことや野辺地町のことも知

ることができました。 

3 日目は、最終日です。ブルーベリーの収穫や

牧場見学をして、お土産を買い、新幹線に乗って、

久喜駅にもどりました。あっというまの 3 日間で

した。 
交流を通して僕はたくさんのことを学びまし

た。歴史や文化、自然、そして人々のやさしさや

思いやり、どれもけっして忘れられない宝物にな

りました。 
最後に僕たちのために準備や活動をしてくだ

さった野辺地町や久喜ロータリークラブの皆さ

ん、関係の人たちにありがとうございましたとお

礼をいいたいと思います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

夏休み体験学習 in 野辺地 2016  8 月 5 日（金）・6 日（土）・7 日（日） 
 

三内丸山遺跡 
 

ラッセランド・ねぶた祭り 
 

四ツ森海岸 
 

馬門小学校 
 

こかぶ掘り 
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〔幹事報告〕天野正幸 幹事 

＊ロータリー財団 100 周年記念横断幕・パネル貸し出しのご案内 
＊次回例会  25日（木） 夜間例会 大浜  18：00  8月誕生祝 

        送迎バス 久喜 au 前      17：30   

       ＊大震災から 5年、感動のドキュメンタリー映画 上映会のご案内  

久喜総合文化会館 大ホール  

    8月 29日（月） 開場 13：30 開演 14：00 閉演 16：00 

 埼玉県倫理法人会主催 「サンマとカタール」女川つながる人々 

 

〔スマイル報告〕新井 博 SAA  

☆昨日市役所で無事贈呈してまいりました：倉持政宏 
☆高砂校長先生、斎藤君ようこそ：野口はやみ・加藤久雄   
☆ご先祖が 招く客は 皆同じ 再会祈りて また来年も：福田喜美夫  
☆欠席のお詫び：髙木 学・松崎 宏・大塚 勉 

☆本日もよろしく：伴 光治       （敬称略・順不同） 
 
〔出席報告〕 出席委員会 飯島誉夫委員長 
 
 
 
 
点鐘 

本日の合計  ￥２１，０００ 
累 計 ￥２１２，０００ 

 定 員 免 除 出 席 M U 欠 席 出席率 
本日出欠 50 12 23 5 10 73.68％ 

みんなでカレーづくり 
 

交流会 
 

本多博士提唱 日本最古の鉄道防雪林 
 諏訪牧場・ブルーベリー摘み 

 


