
KUKI R.C. WEEKLY   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 私が久喜クラブ

の第４６代会長

になってから早くも

２か月が経ちまし

た。  

 ロータリーの年

度スタートの７月

から、今年も酷

暑に次ぐ酷暑で、毎日とても暑い日が続きました。皆様のご

協力により、出席率も８０％を超え、順調なスタートが切れ

たのかなと思っております。  

 今日は、カナダからの留学生ロバートとメキシコからシトラリ

が来てくれました。これからホームステイ先のご家庭で面倒を

見てもらいながら、１年間日本での生活を経験して行っても

らいたいと思います。  

 さて、９月になると少しずつ秋めいてまいりました。過日の

夜間例会は、 親睦例会と題しまして、屋形船例会を行な

いました。バスに乗って久喜市を離れ、船の上での例会は少

し不安な部分もありましたが、多くのメンバーに参加いただき、

皆の楽しげな顔を拝見して良かったなあと安堵いたしました。  

（アイスとたい焼きをおねだりされ、会長・幹事でおごる羽目

になりましたが・・・）  

  今日は、例会後に理事役員会がありますが、10・11月の

予定についてご審議いただきます。クラブ活動も華僑に入り、

市民まつりや産業祭、ガバナー公式訪問等がありますので、

今後とも皆様のご協力をよろしくお願い致します。  

 メンバーの皆様はロータリークラブに入会して何年になりまし

たか？  

 私は１５年経ちましたが、それまでは分からないことが沢山

ありました。会長予定者となり、PETSやセミナー、RLIなどに

参加し、やっとロータリーの何ぞやが分かってきたような感じで

す。会長経験者の先輩の方々もおられますが、本日はクラブ

研修を委員長の鈴木さんにお願い致しました。その後、IT

係りの横山さんにもお話を頂く予定です。  

   最後に、後ほど青少年委員長より報告、お知らせがある

かと思いますが、今週の土曜日に北陽高校の文化祭に行っ

てきます。また、次回の例会は菖蒲小の校長先生がお見え

になり、野辺地町の夏休み体験教室の報告と、栗橋クラブ

から留学しておりました女子高生の帰国報告会があります。

次回の例会も宜しくお願いいたしまして、会長挨拶といたしま

す。  

 

 

 

本日のお客様 

 

会長挨拶：夢川善裕 会長 

 

ようこそ久喜ロータリークラブへ 

米山記念奨学生  雷 雲恵さん（中国） 

青少年交換留学生 ロバート君（カナダ） 

   シトラリさん（メキシコ） 

会長：夢川善裕  幹事：服部智也 

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 
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米山記念奨学生 雷 雲恵さん 皆さま、こんにちは。雷雲恵です。よろしくお願いしま

す。先週の屋形船、本当に楽しかったですね。涼しい風、キラキラしていた町の光、そして、

みんなの笑い声、いい思い出がいっぱいでした。屋形船で見た東京の夜の景色がとてもき

れいで、皆様とのカラオケもとても楽しかったです。また、チャンスがあったら、ぜひ参加したいと

思います。皆様、いろいろと本当にありがとうございました。 

今日は、2 人の新しい留学生が来ていますね。2 人を見ると、留学したばかりの自分を思い出しま

した。今、2人がまだ留学生活に慣れていないかもしれないですけれども、留学の先輩と 

してここで言いたいのは、慣れてから好きになる。好きになってから慣れていく、留学生活はとても短

いですから、大事にしてくださいね。そして、ここの皆様はとてもやさしい人で、時間があったらぜひクラ

ブに遊びに来てください。2人とも頑張ってください。 

 

青少年交換来日学生  

 Robert Kidd 君  私の名前は、ロバートです。カナダから来ました。浦和西高校に 

 通っています。1年間よろしくお願いします。 

 Xitlali Ramos さん （第 7G）メキシコから来ました、シトラリ ラモス 17歳です。 

 キティとよんでください。春日部女子高校に通っています。1年間よろしくお願いします。 

 ロータリーも時代とともに変化しています 

 入会の職業別人数のしばり＝1業種 1人 

 四大奉仕⇒五大奉仕 

 網領⇒目的 

 職業奉仕の概念 

卓話 

米山記念奨学寄付 
尾崎敏彦会員 
（メジャードナー） 

 

研修委員長（研修リーダー） 鈴木弘道会員 

表彰伝達 

 

9月誕生祝い 

 

蓮実会員 林 会員 倉持会員 

 

桐ケ谷会員 

地区出向役員 
高橋徳雄会員 

（ロータアクト委員会）
松永元彦会員 

（国際奉仕委員会） 
 

お客様あいさつ 
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   ＊夢川会長の今年度の目標の②に 

  ロータリーをもっと知るための研修会の開催 

   ＊知らしめる努力も大切ですが、知る努力も大切です 

   ＊この知る努力＝先の西日本での風水害で 

   ＊「ロータリーは宝の山」という卓話をしました 

     ロータリーを必要をとしているのか、必要とされているのか 

 今年度の研修委員会の計画では 

１） 新会員にアドバイザーを 

２） 5年未満の会員に「ロータリアン必携」を配布 

３） 同「ロータリアン必携」の勉強会 

４） 会員候補者へのオリエンテーションを会員増強委員会と協働で 

５） 全体研修会 

「ロータリアン必携」  すべては「ＣＬＰ」クラブ活性化です 

 

 

◆ 青少年奉仕委員会  進藤委員長 

  ・8日（土）久喜北陽高校文化祭 インターアクト訪問 10時～ 

  ・来日学生ホストファミリー ロバート ：11月まで建入ファミリー 12～2月まで進藤ファミリー ３～5月まで赤沼ファミリー 

       シトラリ ：12月下旬まで宝達ファメリー 12下旬～3月まで小沼ファミリー（伊奈） 

◆ 雑誌委員会 「ロータリーの友」9月号  加藤委員長 

  縦Ｐ：Ｐ４～  岩手県ＮＰＯ法人「こども食堂」の取り組みについて 

  横Ｐ：Ｐ７～  国内の子どもの貧困対策・居場所づくりに取り組む 

             ロータリアン、ロータリークラブの活動事例の紹介 

      Ｐ22～  東日本大震災復興支援活動報告 

 

 

 ＜例会案内＞  

月 日 例会 卓 話 会場・時間 

9 

13（木） 通常例会 

卓話:久喜市議会議員① 上條 哲弘議長 

栗橋 RC青少年交換留学帰国報告  

夏休み体験学習報告 菖蒲小校長・代表児童 

三高サロン 

12:00~食事（随時） 

12:30~点鐘 

20（木） 夜間例会 

オブザーバー招待 

（送迎バス） 菖蒲あやめ会館 17時発 

      →久喜ａｕ前 17時 30分発 

なごみ 

18:00~点鐘 

27（木） ＊休会＊     

 ＜今後の予定・その他＞   

月 日  会場・時間 

9 
7（金） ロータリーリーダーシップ研究会（RLI）パートⅠ（高橋） 

大宮ソニックシティ 

開会 9：30～ 

9（日） アクトの日清掃活動及びブレックファースト交流会  

委員会報告 

幹事報告 ロータリーレート 9月 1 ドル＝112円 

 

服部 幹事 
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9/6 本日の合計 22,000円 

 

定員 48 

免除 9 

出席 28 

MU 3 

欠席 10 

出席率 79.48％ 

 

9 
29（土） 

大宮東 RC・大宮東 RAC・栄東 IAC合同例会  

（進藤・ロバート・シトラリ） 

栄東高等学校 CC ホール 

14:00～15:45 

30（日）～10月 3日（水）フィリピン事前検証 （松永・高橋・横山・進藤） 

10 
4（木） 

職業奉仕セミナー  テーマ「夢はかたるもの」  

 講師 神田正氏（ラーメンチェーン日高屋社長）（木村） 

パレスホテル 

17時～18時 50分 

15（月） 地区大会記念ポリオ撲滅チャリティーゴルフコンペ （8名参加） プレステージ c.c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマイル報告 

☆夢川会員：ロバート、キティ、welecome！ 

 本日も宜しくお願いします。 

☆蓮実会員、林会員、倉持会員： 

 誕生日ありがとうございます。 

☆平澤会員、冨田会員： 

 今月も宜しくお願いします。 

☆伴会員、松﨑会員、野口会員： 

 本日もよろしく。  

☆加藤会員：欠席のおわび  （敬称略・順不同）                                                                   

出席報告 出席委員 飯島委員長 

 

 

 

 

 

SAA委員 横山委員長 
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