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ロータリーの目的唱和
〔会長挨拶〕尾崎敏彦会長
皆様今日は、本日は印田ガバナー補佐、小林グループ幹事がお見えになっております。
お二人には一年間大変お世話様になりました。ありがとうございました。
私の任期も余すところ 1 ヶ月となりました。振返って見ますれば月日の経つのは早く
あっという間でした。ご協力ありがとうございました。最終までよろしくお願いします。
地区より会員増強の知らせがありました。5 月末現在、74 クラブ計 220 人の増強とのことです。平均
2.97 人です。当クラブも新会員 3 人でありますので平均です。但し、退会者・死亡者があり目標に達し
ておりません。残念です。
相続税対策と言うことで賃貸マンション、貸家のサブリース（一括借上げ）事業が盛んに宣伝されて
おります。ご注意をと言う報道もあります・・・。
例会終了後、クラブ協議会があります。部門委員長さん、よろしくお願い致します。
〔お客様紹介〕松崎 宏副会長
ＲＩ２７７０地区第７グループガバナー補佐 印田博秀様（幸手中央ＲＣ）
〃

グループ幹事 小林達郎様（幸手中央ＲＣ）

米山奨学生 藍 立明（ラン リツメイ）中国山東省青島
日本工業大学大学院 機械システム工学
〔お客様挨拶〕
印田博秀様：一年間大変お世話様になりました。「重い荷物を抱えると力が備わってくる」とおもい
ましてガバナー補佐をお引き受けいたしました。緊張感一杯の７月、久喜菖蒲ＲＣさん
の公式訪問で良いスタートがきれました。お陰様でグループ、地区内にも新しい出会い
があり、多くの皆様にお力添えをいただきました。個人的なことですが、９３キロが７
８キロに、１５キロのダイエットになりました。これからはロータリーライフに生かし
た恩返しをしたいと考えております。これからもよろしくお願い申し上げます。有難うございました。
小林達郎様：８回の会長・幹事会、ＩＭ，チャリティーゴルフコンペ等、大変お世話様になりました。
コンペの寄付金は福島の郡山アーバンＲＣを介して、福島復興支援金として１０万円を
贈ることができました。最後の会長・幹事会は大いに盛り上がりたいと考えております。
一年間ありがとうございました
藍

立明様：最近の悩みは太った事です。先日大学の実験で一年生に実技指導をした時のことです。
学生が機械の操作方法を教えてもらうのをだれにするかとなった時に、「太った人」と
言って誰も躊躇なく僕のところに来ました。とてもショックでした。最近は夜１０時ご
ろにジョギング、晩御飯も少し控えるようにしています。よろしくお願いします。

〔幹事報告〕金田仁志 幹事
＊６月のロータリーのレートのご案内：１ドル１１８円です。
＊気候もだんだんと暑くなって来ました。クールビズの対応をお願い致します。
＊次回例会案内：６月１１日（木）は休会、
６月１８日（木）は通常例会です。例会終了後クラブ協議会（次年度）となっております。
皆さんの参加をお願いいたします
〔スマイル報告〕新井 博 SAA 委員
☆一年間大変お世話になりました。有難うございました：印田博秀ガバナー補佐・
小林達郎グループ幹事
☆印田ガバナー補佐・小林グループ幹事・藍君ようこそ：尾崎敏彦
☆ガバナー補佐印田さん一年間お疲れ様でした：金澤利幸・加藤久雄 ☆今日もよろしく：金田仁志・
伴光治 ☆梅雨と梅雨の狭間の青空 五月晴れと云うそうです：福田喜美夫
☆田植え終わりました：松崎宏 ☆昼の例会出席できなくて申し訳ありません：野口はやみ
（敬称略・順不同）
〔出席報告〕 出席委員会

高木 容委員長
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クラブ協議会
進行 尾崎敏彦会長

本年度クラブ協議会を開催いたします。
金田幹事から順次発表をよろしくお願い致します。
金田仁志幹事 幹事の１年を振り返って
最初に幹事として所感に書かせてもらったのは会長と各部門、委員会、会員、事務局との
仲人務めさせて頂き、緊張感の中にも楽しく、有意義な例会のお手伝いをさせて頂きます
と掲げましたが、尾崎会長どのようでしたか？「きめ細やかにやっていただきました」有
難うございます。あと１ヶ月ですが宜しくお願いします。
・クラブ管理運営部門 松崎 宏委員長 出席・プログラム・友好・親睦活動・SAA
この部門は、5 委員会から構成されています。出席率の向上を掲げましたが、目標達成に
は届きませんでした。プログラムは、本年は特に会員をより知り合うために会員卓話を多
く取り入れました。友好クラブは、青少年相互交流事業として今年７回目をむかえ、菖蒲
小学校の児童を野辺地町の馬門小学校へ派遣交流しました。久喜市民まつりへの共同参加、歓迎例会な
ど交流を深めました。親睦活動委員会は、2000 回記念例会・親睦旅行（岩手方面）
・クリスマスディナ
ーショー等奥様参加の行事を企画実行、クラブ親睦ゴルフ等。ＳＡＡは、例会の事前準備・連絡調整・
会員相互の絆を深めるための例会づくりに努めました。
・会員増強維持部門 飯島誉夫委員長
目標 60 名を掲げましたが、新会員 3 名、退会者などで実質はマイナスという結果になり
ます。来年度よろしくお願いします。
・クラブ広報部門 鈴木弘道委員長
広報情報・会報・雑誌の 3 委員会で構成されています。各委員会の皆さんに活動して頂き
ました。

・奉仕プロジェクト部門 金沢利幸委員長
職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年の 4 委員会で構成されています。職業奉仕委員会は、
本年度例会卓話は職業奉仕委員会が担当で会員の方々の職業等紹介して頂きました。また、地
区のセミナーへの参加の報告、入会 3 年の塩田委員長ありがとうございました。社会奉仕委員
会は、コンサート・献血運動・市民まつり・産業祭等、加藤委員長作成して頂きましたお手元の年間の
事業実施報告書をご覧ください。青少年委員会は、北陽高校ＩＡへの支援、クラブへの事業参加等です。
・ロータリー財団部門 平澤道男委員長
財団ポリオ・米山奨学の 2 委員会です。両委員長お骨折りいただき、目標クリアできました。
多くの皆様にご協力頂きありがとうございました。
地区出向役員 林明地区職業奉仕委員
職業奉仕委員として 2 年出向させて頂きました。委員として各クラブを訪問卓話させて頂き勉
強になりました。次年度地域社会奉仕委員として地区へ出向致します。よろしくお願いします。

理事・役員会
２０１５年 6 月 4 日（木）鬼怒川 一心館
本年度協議事項
１ 最終例会（観光・ゴルフ・例会）について
６月２５日（木） 観光は群馬方面、ゴルフはゴールド佐野
観光・ゴルフ終了後久喜の おかの に於いて最終例会を行います。
現在参加人数
ゴルフ １２名
観光 １３名
２ 退会希望者の件：田中、渡辺、藤山会員から退会届が提出されております、
塩田会員は退職にあたり退会との意思が示されております
いかがいたしましょうか。
４名とも退会で了承 次年度は４９名のスタートとなります。
３ 次年度への引き継ぎ事項：武井優希さんのチャリテイーコンサートの件
次年度も行う方向で進めています、武井さんのスケジュールと会場の設定等金澤さんに一任
４ その他（各部門委員長）
・広報 塩田さんにホームページを立ち上げて頂き 2 年経過クラブの広報になお一層の活用
・社会奉仕：あやめ祭りへの協賛金 5 万円
承認
次年度理事役員会
１ 地区開催各部門セミナーについて：出席対象者は出席をお願い
6/26（金）会員増強維持部門・7/18（土）財団部門・7/19（日）米山奨学部門・7/25（土）青少
年部門・7/26（日）広報部門・8/1（土）奉仕プロジェクト部門・8/9（日）管理運営部門
２ 例会プログラム、７月、８月について
7/2（木）・7/9（木） クラブ協議会
7/16（木）ガバナー公式訪問
7/23（木）＝7/25（土）献血に振替
7/30（木）＝7/28（火）野辺地交流歓迎会に振替
8/6（木）友好クラブ委員会（交流会実施報告）8/13（木）休会 8/20（木）増強月間に因んで
8/27（木）夜間例会 18：00～おかの
以上 7.8 月例会プログラム
承認
３ ガバナー公式訪問例会について｛７月１６日｝木曜日（タイムスケジュールは昨年と同様）
昨年と同じタイムスケジュールで承認
４ 友好クラブ：野辺地 RC と交流会（生徒交流会、市民祭り）
承認
７月２８日（火）野辺地交流の歓迎会は７月３０日（木）の例会振替となっておりますので皆さ
ん参加お願いします。１８時より老人福祉センターに於いて行います。
７月２８、２９，３０日の日程表も作成しております。
５ 献血の件 ７月２５日（土曜日）について
承認
７月２３日の例会振替で献血を行います。昼食は「うなぎ福本」です。
６ その他（各部門委員長）
会員増強：１１名を目標とします。
社会奉仕：久喜市小中学校支援学級（合同遠足）支援 5 万円
承認
国際奉仕：来年５月に韓国で国際大会への参加要請・国際奉仕事業実施の検討
広報： 地区・自クラブのホームページの活用、I パットの活用、（会員対象に講習会も必要）
久喜市提灯祭り広告掲載（埼玉新聞） 承認

２０１３－１４年度 国際ロータリー第２７７０地区財団奨学生
石山雄大（久喜菖蒲ロータリークラブ推薦）
テーマ：財団派遣奨学生としての「シンガポール留学」からの帰国報告
財団派遣奨学生の石山雄大です。昨年 7 月から 1 年間のシンガポールでの留学生活を終
えて、今年 6 月に帰国しました。
留学を通して学んだことを一言で言えば、現地での出会いや経験を通じ、人として考え方
が豊かになったこと、自分にも自信（というか度胸）が付いたということです。約 1 年で
したが、多様な国籍の方と触れ合ったことが、私にとって刺激であり大きな財産になりま
した。このレポートでは、留学先の学業の成果と、ロータリー活動について綴りたいと思
います。
まず学業についてですが、7 月 1 日の夜中にシンガポールに到着し、1 か月の英語研修を
受けた後、本番のプログラムにおいて、金融や経済、マーケティング等の科目を受講しま
した。授業は参加型のスタイルでアジア発のグローバル企業に関するビジネス事例が扱わ
れます。授業では、よく 5，6 名のグループで研究した内容をプレゼンするのですが、この
準備作業も含めた活動が MBA の醍醐味と感じました。正直、本番授業の開始時点では、こ
ちらの参加型授業スタイルや他国からの留学生の優秀さに戸惑っていたものの、半年ほど
経った頃から、グループワークにおいてリーダーシップを発揮できるまでになりました。
多国籍の人達と共同でプロジェクトに取り組み、とても良い経験となりました。
次にロータリーの活動ですが、私が留学先で属した地区は第3310地区で、その中でも
Serangoon Gardens Orchardというクラブにお世話になっていました。到着して間もない頃
に、初めてスピーチの機会があり、自己紹介と学校生活、留学の目的、日本の文化・観光
名所についてプレゼンしました。会員の皆さんは、日本の文化について関心があったよう
で、プレゼンの中で政府観光局のVTRを上映したら、特に興味を持っていらっしゃいました。
例会の最後に、スポンサークラブの第2770地区の久喜・菖蒲ロータリークラブの旗の交換
をし、初めてのロータリー活動を行いました。
留学期間中に計7つのRCでスピーチを行い、多くのロータリアンと知り合いましたが、そこ
から感じたことは、「仕事を通じ良いことをしたい」「困っている人を助けたい」「仲間・
同志達を大切にしたい」という気持ちを持って活動に当たっている方が多かったというこ
とです。私もシンガポールのロータリアンに刺激を受け、仕事を通じ良いことをしたいと
思うようになりました。

【クラスメイトとのお別れ会の際の集合写真】

【現地でのスピーチの際の写真】

