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例会開始前の握手会 

ロータリーソング斉唱   （奉仕の理想） 

 

四つのテスト唱和     石川和枝 会員 

 

例会プログラム 

司会 加藤文男 SAA  

点鐘 

ロータリーソング斉唱(奉仕の理想) 

四つのテスト 石川和枝会員 

お客様紹介 大澤二三夫会長 

会長挨拶 大澤二三夫会長 

幹事報告 小林玲子幹事 

卓話 

RI2770地区青少年交換委員会委員長 大塚崇行様 

青少年学友会 会長  前澤愛理沙様 

委員会報告 

親睦・家族委員会 加藤 勉委員長 

社会奉仕委員会 成田志津子委員長 

地区職業奉仕委員会 寺澤銀三委員 

出席報告 仁見惠美子委員 

スマイル報告 加藤 勉副 SAA 

点鐘 

 

わ 

 

RI第 2770地区     第 5グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ 
  

 会員一人ひとりが輝き 

      その火をクラブへ 
 

第 1071回例会 2014年 9月 24日 

日 
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RLIパートⅠ修了証書授与 小畑正勝 会員 

 

会長挨拶         大澤二三夫 会長 

 今日は、耐震関係のお

話をしたいと思います。建

築確認は、昔は、建築主

事のいる行政機関でしか

許可が出ませんでしたが、

現在は国土交通省の認可がある民間会社でも

許可が下ります。その時期に、耐震偽装の問題

が発覚しました。構造計算は係数 1 以上として

います。官庁関係の建物は係数を 2.5～3 位で

設定しています。昭和 47 年から新耐震基準に

なっていますので、それ以前の建物では、現在

の基準になっていません。耐震調査をすること

をお勧めします。 

都内で耐震調査をする機会があるのですが、

東京都は建物が倒壊して道を塞ぐと困る幹線

道路を指定していまして、その道路に面する建

物の耐震調査費を補助しています。ですから都

内では、耐震補強で建築関係の仕事は忙しい

です。その上、東京オリンピックも開催に向かっ

て更に忙しいです。残念なことにその影響を受

け、東日本大震災の住宅関係の復旧工事が大

幅に遅れています。 

幹事報告          小林 玲子 幹事 

① 地区役員推薦のお願

いが届いています。 

② 9月 17日（水）朝 7時

からふるさとの杜の草

刈り作業を行いまし

た。 

③ 9 月 17 日（水）19:00～ ダンデライオンで

石井パスト会長の慰労会を行いました。 

④ 9 月 18 日（木）第 3 木曜ゴルフ会を行いま

した。 

⑤ 9月 18 日（木）18：30～ 和風レストランとき 

第 22回ふれあい鴻巣ウォーキング 第 1回

代表者会議を行いました。 

⑥ 10月 1日（水）13:30～ 市制 60周年 記念

式典のご案内 大澤会長が出席します。 

⑦ 10 月 4 日（土）開会 9：30～17：30 地区 

RLIパートⅡのご案内 埼玉会館 7階 7B 

柿沼会員、田邊会員が出席します。 

⑧ 10月 5日（日）午前 8時 30分～ 第 29回

「ふれあい広場」風船アーチの作成のお手

伝い  川里農業研修センター 

⑨ 10月 17日（金）午後 1時 30分 職業奉仕

月間セミナー＆プレミアム夜話会同時開催 

ラフォーレ清水園 講演「志を教える 松下

幸之助の人づくり」 夜話会 知っているよ

うで知らないがんの話し 

⑩ 10月 24日（金）地区 「クラブ研修リーダー

セミナー」 加藤文男 SAAが出席します。 

⑪ 11月 15日（土）・16日（日）地区大会 

大宮ソニックシティ・大ホール・小ホール 

パレスホテル大宮 

⑫ 2015 年 4 月 4 日（土）5 日（日）6 日(月) 

RYLA研修セミナー募集 岩手県宮古市 

卓話 

RI2770地区青少年交換委員会委員長 

大塚崇行 様 

本日は新世代のための月

間ということで青少年交換委

員会に卓話の依頼を頂きまし

てありがとうございます。 

本日のメインは青少年交換

学友会長の前澤愛理沙さん

のお話になりますので、私からは簡単に青少年

交換の現状についてお話しさせて頂き続いて

前澤さんにお話を頂くように致します。 
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約 1 年間に亘って行われる青少年交換プロ

グラムは派遣学生及び来日学生にとってとても

貴重な経験と目覚ましい成長をもたらし、国際

理解・国際親善・世界平和を認識できるプログ

ラムとなります。 

このプログラムが正式に始まったのは 1972年

で 42 年ほど前の事だそうですが、元々は世界

のロータリアンの間でお互いの子供を交換留学

させあって育てあいましょうと言う事から始まった

プログラムであったそうです。ですのでロータリ

アンの子弟が唯一参加できる国際プログラムと

言われておりますが、もともとロータリアンの子

弟のためのプログラムであった様であります。 

そして青少年交換委員会の状況ですが、現

在は次年度の派遣候補生の選考試験を終えた

段階に来ておりまして、今年度の派遣候補生は

23名となりました。そして 23名の中でロータリア

ン関係者は 6名となっており、まだスポンサーが

決まっていない学生も 5名ほどおりまして、現在

ガバナーを通じてガバナー補佐の皆さまや各ク

ラブにお願いをしている所であります。ここで思

うのはもっと応募者にロータリー関係者の参加

をいただければ、スポンサークラブやホストファ

ミリーの問題もかなり解消できるのではないかと

は考えておりますので、今後応募者の推薦に

関しても皆様方にご協力を願いしたいと思って

おります。 

次に今年度の派遣受入ですが、9 月 7 日の

日曜日に今年度の来日学生の第１回オリエン

テーションを開催いたしました。今年度の受け

入れは１７名となります。また、今年度の派遣生

は 21 名となっておりましてこの数は日本の 34

地区の中で最多人数の派遣受入を行っており

ます。 

今月は新世代のための月間と言う事で沢山

のクラブにお邪魔をさせて頂いて、青少年交換

学友より留学体験の素晴らしさを語っていただ

いております。是非ともその素晴らしさを感じて

頂き、今後スポンサークラブに手を挙げて頂く

などこの青少年交換事業に対して積極的に参

加をして頂きたいと思っておりますので、宜しく

お願い致します。 

 それでは青少年交換学友会長の前澤さんより

留学体験のお話をして頂きます。 

青少年学友会      会長 前澤愛理沙 様 

【自己紹介】 

2011-2012 年度に越谷南

RC 様スポンサーのもと、アメ

リカ(アリゾナ州)に派遣させ

ていただきました。前澤愛理

沙(マエザワメリサ)です。蕨

高等学校外国語科出身で、現在獨協大学外国

語学部英語学科に通っています。今年で 20歳

になりました。今現在は青少年交換学友会長を

仰せつかっております。好きなことは芸術鑑賞、

映画鑑賞、スポーツ、ディズニーです。将来の

夢は、ホスピタリティ溢れる職場に就き多くの人

を笑顔にしたいと思っています。 

【アメリカ留学について】 

 私は、アメリカのアリゾナ州に約 9か月過ごし、

そして残りの 2 か月をアメリカの 12 州を巡る

Train Tourに参加し過ごしました。アリゾナ州は

1912 年 2 月 14 日州立を迎え、現在アメリカ合

衆国内で面積の大きさ第 6位、人口数第 16位

を誇っています。Grand Canyon で有名な州で

す。夏場は気温が最高 50℃を超えるときもあり

ますが、日本と違い乾燥地帯なので、とても過

ごしやすいところです。  

留学中での思い出は、ホストファミリー、友人、

学校の先生、ロータリー関係者などの周りの人

に恵まれた事です。留学中は 2 軒のお宅にお

世話になりました。食生活や家族構成(1軒目は

子供が成人しており私は一人っ子。2 軒目は姉

と弟のいる 4 人家族)は違いましたが、どちらも

私を本当の娘のように扱ってくれました。そのお

かげで、コミュ二ティに属する事へのありがたさ、

自立をする事の大切さを学びました。 

また、年の近いホストシスターや野心の強い

留学生たちと関わり、自身の将来について深く

考える機会が多くありました。5490 地区の留学
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生は 11人で 13ヶ国からアリゾナに来ていました。

さまざまなイベントを通して、異文化理解だけで

なく、言語・バックグラウンドの全く違う人間との

共存の仕方を、身をもって学びました。 

もっとも大きなイベントは留学プログラム最後

に行われたTrainTour2012でした。43名の留学

生との旅は、最初は何かと大変でしたが、今で

も連絡を取るかけがえのない友達に慣れた事を

とても誇りに思います。こうした友情が、ロータリ

ーの目指す「国際平和」につながっていくのか

もしれません。そして、私はアメリカでの経験を

日本でも活かしたいと思っています。 

【今後の目標（青少年交換学友会長として、ま

た将来に向けて）】 

 今年度、青少年交換学友の会長を務めさせ

ていただいています。今年度の私たちは「明る

く、楽しくも威厳をもって」をモットーにしていま

す。インバウンドもアウトバウンドも最初はさまざ

まな不安を抱えているかもしれません。それを

留学経験者であり、年齢の近い私達がサポート

できればと考えています。 

また、さまざまなイベントを企画し、よりよい友

好関係を築いていきます。ただサポートするだ

けではなく、その子達がしっかりと自分の目標を

認識し、それに向かって努力ができるように導

いていきたいと思っています。私達は学生です

ので、多くの事はできませんが、そこはロータリ

アンの方やホストファミリーの方々にお任せさせ

ていただいて、私達は彼らの精神面を鍛えてい

きたいと思っています。 

青少年交換学友生も含め互いに切磋琢磨し、

「自分のためだけでなく、相手の事も考えて」行

動できる人間になっていけるように精進してまい

ります。このような機会を設けていただきありがと

うございました。 

 

 

委員会報告 

親睦・家族委員会      加藤 勉 委員長 

 いよいよ間近になりまし

た、次週 4 日（土）親睦旅

行です。詳しいことは次回

例会で発表しますので、よ

ろしくお願いします。 

鴻巣花火大会が 10 月

11 日（土）に開催されます。多数の参加をお願

いします。会費は 1,000円です。飲み物は各自

で用意してください。軽食とつまみは委員会で

用意いたします。駐車場は例年の通り田島紙

工さんにお願いしてあります。 

社会奉仕委員会      成田志津子 委員長  

第 29回ふれあい広場、

風船アーチ作成のお願い。

10 月 5 日（日）午前 8：30

～川里農業研修センター

において、風船アーチ作

成を行います。ご協力を

お願いします。 

 ふるさとの杜草刈り作業へのご協力誠にあ

りがとうございました。10月 26日クリーン鴻巣

への協力も重ねてお願いします。 
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地区職業奉仕委員会    寺澤銀三 委員 

職業奉仕月間セミナ

ーへの参加のお願い。 

10月17日（金）午後1：

30 より大宮ラフォーレ

清水園において会費

5,000円の所、2,000円

会よりでます。食べ放題、飲み放題です。 

お客様 

 
 

出席報告            仁見惠美子 委員 

 

 

 本日 修正 

 9月 24日 9月 17日 9月 10日 

 1071回 1070回 1069回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 33 33 33 

出 席 数 23 23  

欠 席 数 10 10  

例会出席率 69.70% 69.70% % 

Ｍ Ｕ 数 5 6  

合計出席数 28 29  

出 席 率 84.85% 87.88% 100% 

 

スマイル報告        加藤 勉 副 SAA 

 

 

前回までの合計 218,457 円
本 日 の 合 計 27,000 円
次回繰越金合計 245,457 円  

 

編集後記 

 御嶽山の噴火で犠牲になられた方々に心より

お悔やみ申し上げます。私のふるさと鹿児島の

桜島もいまなお噴火を続けています。 

夏場に鹿児島市内を歩くと路面電車や車が

巻き上げる火山灰で目や鼻を覆わないと歩け

ません。あの大量の火山灰を浴びた人たちの

苦しさはいかばかりかと思われます。   （ＳＩ） 

 

 

 

 

 

 

お客様スマイル 

大塚崇行様…青少年交換事業にご協力をお願い致します。 

個人スマイル 

石井英男会員…先日 9月 17日（水）私事のためにたくさん

の方々が来て頂きまして、楽しいひとときを有難うご

ざいました。 

スマイル 1  ＲＩ2770地区青少年交換委員長大塚崇行様、青

少年学友会会長前澤愛理沙様、卓話よろしくお願

いします。 

津田健三会員・小畑正勝会員・加藤 勉会員・寺澤銀三会

員・井田喜代志会員・馬場知行会員・山口光男会員・間室

照雄会員・松本安永会員・蓮江郁夫会員・井上脩士会員・

大澤二三夫会員・仁見惠美子会員・小林玲子会員・田邊 

聖会員・松村豪一会員・寺西修身会員・成田志津子会員・

細野潤一会員・石川和枝会員・伊丹昌幸会員・木下純一

会員 
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石井英男直前会長慰労会 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 1日 

（水） 

第 1072回通常例会 

会員誕生月祝い 

令夫人誕生月祝い 

結婚月祝い 

10月 4～6日 

（土）～（月） 

第 1073回移動例会 

親睦旅行 

10月 5日 

（日） 
ふれあい広場 

10月 8日 

（水） 
振替休会 

10月 11日 

（土） 

第 1074回移動例会 

こうのす花火大会 

10月 15日 

（水） 
第 1075回通常例会 

10月 22日 

（水） 

第 1076回通常例会 

外来卓話 

10月 29日 

（水） 
振替休会 

11月 5日 

（水） 

第 1077回通常例会 

会員誕生月祝い 

令夫人誕生月祝い 

結婚月祝い 

11月 12日 

（水） 
振替休会 

11月 15,16日 

（土、日） 

第 1078回移動例会 

地区大会 

大宮ソニックシティ 

クラブ会報委員会 

委員長  井上脩士      副委員長  寺西修身 

委 員 石川和枝 伊丹昌幸 田邊 聖 山口光男 


