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 皆様こんにちは。本日

も、例会に御出席くださ

いましてありがとうござい

ます。そして、本日のお

客様、地区職業奉仕

委員会委員長、杉村

幹夫様、米山留学生

の雷さん、青少年派遣の建入仁さんとお母様、ようこそお出でく

ださいました。皆様を、心より歓迎いたします。 

 本日の幹事の代役の天野さん、よろしくお願いいたします。 

 さて、先ほどの食事の時の BGM は、みなさんが若かりし頃ヒッ

トした曲をアコースティックギターで演奏したものです。今回の CD

は、大塚勉さんが提供してくれました。ありがとうございます。 

 今日は実は、地区の職業奉仕委員会に出向している富田

英則さんに、その報告をしてもらう計画でいたんですが、富田さ

んとの日程調整がどうしても合いませんでした。そうしたら富田さ

んが、地区の職業奉仕委員会委員長の杉村さんに卓話をお

願いしてくれたのです。杉村委員長はすばらしい人で、お話をお

聴きすれば必ずよい勉強になるでしょうと、冨田さんが太鼓判を 

押してくれました。杉村委員長には、急なお願いで失礼いたしま

したが、快くお引き受けくださり、感謝いたします。 

 本日の例会が、

皆様にとりまして有

意義なものとなりま

すことを願いまして、

私のあいさつとさせ

ていただきます。 

 

 

 

 

 

 

会長：中山登司男  副会長：夢川善裕  幹事：黒須久雄 

例会日：月 2回木曜日 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：中山登司男 会長 

 

本日のお客様紹介 

 

誕生祝い 

＜6 月＞ 

冨田会員 

田中会員・木村会員 

誕生日おめでとうございます 

社会奉仕委員長 

杉村幹夫様（八潮 RC） 

米山記念奨学生 

雷 雲恵 さん 

青少年交換候補生 

建入 仁 君  母・絵美様 

冨田会員

GO!GO!（55 歳）

になりました 
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2018-19年度青少年交換候補生 ～留学中にやりたいこと～                           建入 仁 

 

 一つ目は野球観戦です。小さい頃から野球をずっとやっていた

ので、とてもメジャーリーグに興味を持っています。ラッキーなことに

派遣先の近くにメジャーリーグチームがあるので、いっぱい試合観

戦したいです。 

 二つ目はミシガン湖です。自分は泳げないので泳げるようにな

りたいです。あと湖なのに波があると聞いたのでサーフィンやってみ

たいです。 

 三つ目は本気で友達百人作りたいです。いろんな人と触れ合

うことで自分が一皮も二皮も成長すると思うので出会いを大切

にしたいです。 

5月 26日地区米山学友主催 日帰り研修の感想 ～米山記梅吉記念館ほか～ 

雷 雲恵（ライ ウンケイ） 

 

先週の日曜日、ロータリーの日帰り研修に参加し、ロー

タリー米山奨学会の皆様や学友会の皆様と一緒に観光

バスに乗って、米山梅吉記念館、箱根へ観光に行きまし

た。 

朝、6時 50分ごろ、日帰り研修に参加する皆さんは

大宮に集まり、朝早いなのに、皆さんは非常に元気で、前

に全然話したことのない奨学生たちも旅行の楽しさに沈

み、積極的に話しかけてくれました。7時半ごろ、時間通り

に出発し、楽しい一日はここから始めました。 

最初の目的地「米山梅吉記念館」に着くまでは 2時間

以上もかかりますので、寝不足でバスの中で寝ようとしてい

ました。しかし、みんなの熱意で感染し、2時間のバスはあ

っという間に経ったような気がします。最初の活動は皆さん

が仲良くさせるために、バスに乗っている皆さんは席の順番

で自己紹介をしました。バスの中では、今年度の新規奨学

生だけでなく、ロータリーの委員会や学友会の人も来ていま

した。そのあと、ビンゴゲームをやりました。ゲームの魅力かも

しれないが、ゲームを始めると、皆さんは興奮し始め、配ら

れた紙に真剣に目を凝らし、ほしい数字が来るまでじっと待

っていました。「リッチ」、「ビンゴ」の声がだんだん多くなり、私

もようやくビンゴが迎え、賞品として可愛い扇子をいただきま

した。ビンゴゲームは日本で遊ぶのは初めてで、やはり楽し

かったです。 

ゲームが終わり、ようやく今日の最初の目的地「米山梅

吉記念館」に着き、記念館の解説員につき、米山梅田の

生涯を観覧ルートに従いぐっと回しました。実際に体験した

感じで米山梅吉の一生を目で拝見し、米山梅吉の「奉

仕」の心に一歩一歩、少しずつ近づいていったような気がし

ました。最後に、皆が輪になって、隣の人と手をつなぎ、バラ

ンス感覚の運動をしました。解説員の指示に従い「左手を

挙げてください」と、隣の人と手を繋いだので、結局両手が

挙げました。「左手挙

げてください」という指

示に「両手挙げてしま

う」という結果が出るの

は手が繋いだからで

す。私たちは一つの手が相手を支え、もう一つの手が相手

に支えられています。このように、相手を支え、相手に支え

られている私たちは社会に生きていくのではないでしょうか。

小さなゲームを通して、社会奉仕ということばの意味により

深く理解できたように思います。 

次の目的地は「箱根」です。箱根ホテルで昼ご飯を食

べ、遊覧船に乗って芦ノ湖の景色を満喫しました。芦ノ湖

は連山に囲まれたので、とても自然豊かで空気も美味しい

です。船頭に行くと、山の方面から風が面と向かって吹き、

髪型を乱し、目に触れる景色はだんだん近づき目の前に迫

ってきています。目を閉じると、トンボが軽く水面を叩く声、

遠方にある小鳥の声、風の声、波の声が聞こえ、とても心

を静まれ、癒されているように思います。 

帰り道は行く時の賑やかと違って、みんな疲れているの

で、席にぐっすり寝ていました。 ロータリーの皆様と過ごした

一日を振り返ってみると、みんなの笑顔ややさしくてささやか

な言葉が今でも心の中に残り、皆に付き添いながら、楽し

く、充実した一日が過ごすことができました。 
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職業奉仕理念の誕生と発展について                     

地区職業奉仕委員長（次年度部門委員長）  

杉村幹夫 氏（八潮 RC～） 

 

★皆様こんにちは、八潮 RC、から出向しました、来月から、

地区職業奉仕部門委員長の杉村です。 

日頃、地区の運営に多大なご協力頂き改めて感謝申し上

げます、私の職業は、総合建設業です。 

★この度私共の委員会に出向していました、富田さん中々

忙しくて思う様な活動が出来ませんで、 

今月で卒業となりますが、中山会長さんから、地区での職業

奉仕活動、卓話して下さいと言われ、困り果てて私の方へ、

すかさず、連絡が来て、何とか卓話出来ないでしょうか？と、

言われ、私も来月から連日の様にセミナーの段取りや各委

員会に参加する準備も今月忙しかったのですが、富田さんは、

何時も私から色んなメールや、報告書送れば、確認頂き、

直接電話する機会も多く委員の中でも、気に入って居ました

ので、嫌と言わず一つ返事でＯＫと言う事で、今回お邪魔さ

せて頂いた訳で有ります。★まさに、ロータリーは縁です、縁は

大事にしたいと思います。 

私も昨年から、委員長の立場で、各クラブに卓話、を続け、

四月の鴻巣水曜、を最後に計 13 クラ

廻って来まして、ホットして居た矢先、又緊張感が久喜の方

に傾きました、実は私の息子二人は、春日部工業から日本

工業大学へ通い、私もＰＴＡや理事で、こちらの方面は縁

が有り、長男も 43 才、宮代姫宮、次男も栃木佐野、4 人

の孫も中学と大きく私も、後継ぎは誰も居ませんが、元気で

成功してくれて、居ますので安心して、細々、建設や、ロータ

リーに楽しんでいるわけです。 

★本日は短い時間ですが職業奉仕について自ら作成しまし

たプレゼンで、なるべく解り易く説明したいと思いますので宜し

くお願い致します。 

☆60 枚以上のスライドですので、手早く説明致します、職

業奉仕の真髄とシェルドンについて、細かく説明致します。

（貴クラブのパソコンに保存）して有りますので後でゆっくりご

覧ください。 

★これからの職業奉仕活動について 

★クラブの活性化を考えた時、その基本的な活動がどうある

べきかを見通さなければ 

なりません。ロータリアンがそれぞれの職業上の関係を通して、

奉仕の理念を分かちあえる為の環境をつくることが求められて

おり、また奉仕の実現にむけてさまざまな場面での育成や支

援が必要とされます    

★職業奉仕はロータリーの核心であります。 

★そして職業奉仕は四つのテストの中に全てがあると云われ

ています。 

四つのテストこそが職業を通して、社会に奉仕する基本的理

念があり、お互いにロータリアンとして友情と信頼を深め、公

平で公正であることを基本に、友情を一層深めて連携して、

地域社会に貢献することが真の職業奉仕であると思います。 

具体的な活動として、地域社会に於いて支援を必要として

いる分野に、積極的な支援活動を行い、意義ある活動をし

ていきたいと思います。 

 

実践例１： ⇒    

★高校生への就職懇談会、又就職活動への模擬面接 

等。 

★八潮クラブは一昨日八潮南高校生（就職が決まった生

徒 90名居ますが）23名 

校長、進路指導、主事、就職を前に不安を取り除く為に魔

法の言葉をプレゼンしました 

八潮高校は 6 月会員 6 名で、1 人 20 名の生徒をリアル

な、模擬面接をしっかり、 

アドバイスしました まさに外への奉仕です。 

☆貴クラブに出向いて⇒素晴らしい纏まったクラブで、ホットし

た雰囲気で卓話出来感謝です、今後貴クラブのご発展、各

会員のご健勝、クラブの充実を祈念申し上げ紙面をお借りし

御礼の言葉に替えさせて頂きます、有り難う御座いました、

★富田さんに感謝です。職業奉仕忘れないでね
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会員数 50 

免 除 10 

出 席 25 

Ｍ Ｕ 2 

欠 席 13 

出席率 67.50％ 

 

          

  先週の報告    ●最終会長幹事会 6月 4日（月） 

  例 会 のご案 内   

月 日 例会 卓 話 会 場 

6 

14（木） 通常例会 クラブ協議会 

三高サロン 

12時 00分～食事 

12時 30分～点鐘 

21（木） 

●親睦ゴルフコンペ 鴻巣 CC  参加者募集中！  

夜間例会 ＊送迎バスあり＊ （久喜/au前 17:00発） 
大浜 

6時 00分～点鐘 
 

 今後の予定・その他  

 ●新旧理事会役員引継ぎおよび懇親会 6月 11日（月）18時 00分～ 大浜 

 ●派遣候補生最終オリエンテーション  6月 17日（日）13時 00分～ 大宮・パイオランドホテル 

 ●次年度会長幹事会 6月 13日（水）6時 30分～ 久喜・光寿司 

 ●世界大会   6月 24日～27日 カナダ・トロント 参加者：天野会員 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

☆中山会長・林会員・冨田会員：杉村委員長、卓話ありがとう  

ございます。☆夢川会員：杉村委員長、建入さん、雷さん、  

ようこそ。☆伴会員・野口会員・平澤会員・高木会員：本日  

もよろしく☆進藤会員：ウィリアムズにご来店頂き、ありがとう  

ございました。☆福田会員：ゴミゼロ運動のご協力ありがとうござ

いました。（敬称略・順不同） 

スマイル報告 

幹事報告 

ロータリーレート 6月 1 ドル＝110円 

 

出席報告 
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