会長：夢川善裕

幹事：服部智也 会報：加藤久雄 斎藤文平 桐ケ谷正夫

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

本日のお客様紹介
大塚 勉 会長エレクト

米山奨学生・文教大学
雷 雲恵 さん（中国）

2018-19 年度派遣生
2018-19 年度派遣生
建入 仁さん（アメリカ） 宝達 凛さん（メキシコ）

会長挨拶：夢川善裕 会長

みなさんこんにちは。い

ます。

よいよ今月より、この久

早速ですが、再来週の例会は第７グループの池田ガバナ

喜ロータリークラブの会

ー補佐が参りまして、２７７０地区中川ガバナーの基本方

長になりました夢川で

針、ＲＩの情報、第７グループの計画などお話しいただける

す。

ことになっております。また７月２８日（土）の献血は例会

一年前の今頃は、

ですので、お昼前には全員お集まりいただきまして、お昼を召

中山会長のお話を人

し上がっていただければと思います。８月の例会は、先に行

事のように聞いておりましたが、日がたつにつれて来年度の日

なわれました市長、市議会議員選挙の結果、新しく市長に

程とか、例会内容とか、委員会配置とかいろいろと考えること

なりました梅田修一市長をお呼びいたします。また次の例会

が多くなって、はたして７月にスタートできるか緊張感が高ま

は我々ロータリーとも関係が深い久喜青年会議所の竹下理

ってきたのを思い出します。

事長の卓話を頂きます。さきほどもお話しした通り、楽しく親
睦できる例会を考え、８月３０日の夜間例会は時間をすこ

今年度のクラブ運営は、昨年度中山会長が行ないました

し早めまして久喜からバスに乗って浅草橋まで行き屋形船例

内容を継承し、限られた時間と限られた人数、限られた予

会を企画しております。年度初めの親睦も兼ねておりますの

算を精査し、メンバーの皆様に負担にならないようにそして、

で、交通費等いくらかの参加負担金が発生しますが、ご容

楽しく親睦ができる例会を心掛けていこうと思います。そのた

赦いただきこれもまた皆さんで楽しく行ってきたいと思います。

めには毎回皆さんが例会に出て来て頂き、情報交換をしな

詳細はこの後の理事役員会で決定して、ご案内いたします

がら内容のあるプログラムを考えていきたいと思っています。今

ので大勢のご参加をお待ちしております。

年のプログラム委員長は中山登司男さんにお願いを致しまし

さて、2018-2019 年度の基本資料（事業計画）がで

た。中山先輩はＪＣの先輩でもあり、昨年は久喜ロータリー

きあがりました。昨年までは業者さんに頼んで印刷をしてもら

クラブの会長として副会長の私をとてもよくご指導していただき

っていましたが、今年は事務局の赤沼さんのご尽力によりまし

ました。毎月３回の例会も細かくプログラムに内容を記載し、

て業者にたのまないでこの資料を作りました。資料作成にあ

次の例会では何をやろうかというようにならないように考えてい

たってがんばっていただいたのは赤沼さんは言うまでもありませ
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んが、その原稿を出していただきました、部門委員長さんそし

本日年度初めの７月第一例会にあたり、皆さんの机に折

て委員会の委員長さん本当にありがとうございました。段取り

り紙を配らせてもらいました。これは幼稚園の業者からプレゼ

７分と申しますが、４か月前の３月にはＰＥＴＳがあり、

ントで、もらったものですが、子どもたちもこれと同じ折り紙を

次年度の資料を頂き、ロータリーの勉強をみっちり２日かけ

使って制作をしています。折り紙はただの真四角の紙ですが、

て行ないました。４月には地区協議会がありましたので、それ

折ったり切ったりすることによって色々な形を作り出すことが出

までに理事役員および部門委員長、委員長さんを考えなけ

来ます。３歳の年少さんでも三角をちょっと折ってチューリップ。

ればなりませんでした。私も含めみんなとても忙しい仕事の合

長四角を作って、尻尾を折って目を書けばこいのぼりと簡単

間を縫っておこなっているロータリー活動ですので、委員長さ

に造形作品になります。年長になればなっただけ、大人にな

んをお願いするには大変緊張し、言葉を考えてお願い致しま

ればもっと展開できるし、造形や絵画に興味がわけば芸術家

した。おかげさまで皆、気持ちよくご了承いただきほっとした気

にもなれるのです。

持ちで名簿作りをしたことが思い出されるところです。クラブに

皆さんは、ＡＫＢ４８の３６５日の紙

は幾つもの委員会がありますので、いままで一人の人が複数

飛行機という歌の歌詞を知っていますか？

の委員会に名前がある場合が多かったのですが、なるべく厳

私の最近の好きな曲の一つで、時どき歌詞

選し、一つの委員会で頑張ってもらえるように考えました。

が頭の中に浮かんできます。

この事業計画は今年度１年間の教科書だと思っています。

２番の歌詞で、「折り方を知らなくてもいつのまにか飛ばせる

まだまだ若輩者の会長ですので、この資料をよく勉強して、ロ

ようになる それが希望、推進力だ。ああ楽しくやろう。」という

ータリー活動に貢献していけたらと思っています。２７７０地

歌詞があります。

区には１００名を超える会員数のクラブもありますが、久喜

ロータリーをそんなに知らなくてもいつかは理解し、活躍できる

クラブは地区の中でそこそこ会員数もいて、活発に事業を行

と思います。

なっているクラブと思われているようです。資料を見てみますと

サビの部分では人生は紙飛行機、願い乗せて飛んでいく

定期的に米山奨学生を受けて、交換留学生もスポンサーク

よ 風の中を力の限り ただ進むだけ その距離を競うより ど

ラブになって送り出し、受け入れています。平澤年度に北陽

う飛んだか どこを飛んだのか それが一番大事なんだ さあ

高校にインターアクトクラブをつくり韓国への交換学生を毎年

心のままに３６５日とあります。

２～３人面倒見ていますし、友好クラブであります野辺地ロ

これからの３６５日久喜ロータリークラブのために、願い乗

ータリークラブの皆さんとは各年度交代で小学生の交流事業

せて力の限り頑張って進みますので皆様のご理解とご協力を

を行なっており、今年度も８月４・５・６日の日程で行って

どうぞよろしくお願い申しあげます。

まいります。

7 月・誕生祝い

加藤久雄 会員

中山登司男 会員

夢川善裕 会長

米山奨学生の雷 雲恵さん
みなさんこんにちは。今日もよろしくお願いいたします。最近日本は暑いですね。この暑さは、エアコン
がないと生きられない状況になっています。私は毎日、中国の両親とビデオ通話をします。中国も日本
と同じ暑いです。中国の学生は、今は卒業の時期です。日本と違って、中国の新学期は、3 月または
9 月から始まります。2 年前、私は大学を卒業して、日本に来ることを決めました。今になって、日本に
来て 1 年間、2 年前の決心に対し、1 度も後悔をしていません。確かに時間は早く、時間の早さを嘆
くよりも今の時間を大切にして、価値のある充実した毎日を送ることが一番重要だと思っております。
今日は二人のお客様がこれから留学するそうですね。私は留学の先輩として、二人を応援します！これから留学生活が始まって、辛
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いと思う時や困っている時が必ずあると思いますが、時間を大切にして、思う存分、留学生を楽しんでください。最後に、暑さが日ごと
に増してきておりますので、皆さまお体にはお気をつけてお過ごしください。
社会奉仕委員会 木村委員長より

委員会報告

7 月 28 日（土）献血 久喜駅西口 目標 100 名以上
前年度ガバナー補佐 林 会員より
6 月いっぱいで栗橋 RC 閉鎖についての報告

幹事報告：服部智也 幹事

ロータリーレート

7 月 1 ドル＝110 円

例会案内
月

7

日

例会

卓 話

12（木）

休会

19（木）

通常例会

26（木）

例会振替

28（土）

社会奉仕活動 献血 10 時～16 時

会 場

池田ガバナー補佐

三高サロン 12 時 30 分～点鐘

⇒ 28 日（土）へ
久喜駅西口 （昼食：福本）

今後の予定・その他
●事務局研修

7 月 10 日（火）15 時～ パレスホテル

出席者：服部幹事、赤沼

●青少年交換受入関係者会議
7 月 22 日（日）15 時～ 春日部ふれあいキューブ 15 時～17 時

出席者：進藤、ホストファミリー

●2018-19 年度 部門セミナー
月 日
7/7(土)

点鐘

部 門

終了

場 所

10:00

管理運営部門

さいたま市

17:00

クラブ研修リーダーセミナー

文化センター

7/15(日)

出席者
◎管理運営担当委員長
◎インターアクト委員長

12:30

◎ローターアクト委員長
青少年奉仕部門

16:30

大宮ソニックシティ

◎RYLA 委員長

4F 市民ホール

◎青少年交換委員長
◎青少年奉仕担当委員長

7/16(月)

13:00
17:00

◎奉仕プロジェクト担当委員長
奉仕プロジェクト

大宮ソニックシティ

◎職業奉仕委員長

部門合同

4F 市民ホール

◎社会奉仕委員長・委員
◎国際奉仕委員長

7/21(土)

13:00

◎広報関係委員長
公共イメージ部門

16:30
会員増強維持部門
7/22(日)

◎ホームページ管理者
市民ホール

◎My Rotary 推進者

川口フレンディア

◎会員増強維持委員長

13:30

◎米山委員長
米山記念奨学部門

ラフレさいたま

16:30
7/28(土)
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◎米山カウンセラー
◎米山記念奨学生

ロータリー財団部門

パレスホテル大宮

◎ロータリー財団委員長

☆夢川会長：1 年間よろしくお願い致します。誕生日のお花ありがとうございました。
☆服部会員：1 年間よろしくお願いします。
☆中山会員：夢川会長がんばれ！加油！（ヂャーヨー）
。
☆飯島会員、野原会員、正倉会員、平澤会員、松崎会員：今年度もよろしくお願いします。
☆大塚会員、鈴木（弘）会員、金沢会員、林会員、尾崎会員：夢川会長よろしくお願いします。
☆加藤会員：夢川さん、服部さん 1 年間よろしく。誕生祝いありがとうございます。
☆高木（容）会員、倉持会員：夢川会長がんばってください！
☆野口会員：夢川さん、服部さん 1 年間よろしく。
本日の合計
81,000 円
☆高木（学）会員：夢川年度よろしくお願い申し上げます。
☆横山会員：夢川年度スタートおめでとうございます。
☆小柳会員：本日も宜しくお願いいたします。
（敬称略・順不同）
スマイル報告

出席報告

出席委員 飯島委員長

本日の出席率 ： 82.05％

2018-19 年度 第 1 回 久喜ロータリークラブ理事・役員会 ＜議事録＞
平成 30 年 7 月 5 日(木) 例会終了後 三高サロン
出席者：（理事）大塚、金沢、倉持、林、松崎、中山、天野（役員）夢川、服部、伴、福田、横山（委員）野口
① ７・８月例会プログラムについて （プログラム委員長説明：中山）
月 日
例 会
5 通常例会 誕生祝、夢川会長所信表明
12 ＊休会＊
7
19 通常例会 池田ガバナー補佐
26
振替
⇒28 日：献血・昼食うなぎ（社会奉仕） 10:00～16:00

8

会員増強・新クラブ結成推進月間
2
通常例会 誕生祝、卓話）梅田市長 終了後、理事・役員会
９ 通常例会 卓話）竹下久喜ＪＣ理事長
16 ＊休会＊
23 ＊休会＊
30 夜間例会 親睦）屋形船

会 場
三高サロン
三高サロン

三高サロン
三高サロン
-

②献血について、夜間例会、親睦夕涼み屋形船例会について
・献血・・・目標１００％
・8/30 夜間例会（説明：天野）・・・15：30 久喜発→菖蒲→18：30～21：00 屋形船（150 分）→
→22：45 久喜着 参加費 10,000 円、7/末申込〆切
③故関会員社葬について・・・ ７/17(火)パレスホテル

（参加）夢川、中山、林 クラブよりお香典

④交換留学生受け入れについて
・建入君、宝達さん 2 名 カナダからの留学生ホストファミリー①進藤②赤沼③建入④未定
⑤国際奉仕について・・・グローバル補助金につながる事業

春日部イヴニングと 1/2 負担で約 12 万円

⑥その他・・・
・野辺地青少年交換プロジェクト 8/3～5 （説明：野口） クラブ負担 約 70 万円
・補助金

ボーイスカウト 5,000 円 卓話に来てもらう
インターアクト 100,000 円

・退会報告

黒須、関、金田、新井（4 名）

・他の例会を行ってみよう メイキャップ
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特別支援学級遠足 50,000 円
保留 1 名（田中）

47 名でスタート

