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会長挨拶 柿沼洋一 会長 

こんにちは。もうすぐ 11

月だというのに暖かいです

ね。仕事をしているときはラ

ンニングでも良いくらいで

す。海水温の影響らしいで

すが様々なところに悪影響

が出ている様で大変気にな

ります。 

さて、8 日の花火大会は如何でしたでしょう

か？最後の「鳳乱舞」での尺玉の連発は圧巻で

した。3 尺玉の体に響き渡る震動もすごかったと

思いました。ただ 4 尺玉は上がり切らず半円の

ようになってしまい大変残念でした。3 尺玉と 4

尺玉の違いが判らなかった方も多いようで、「最

後の花火は珍しい開きかただったねぇ～」なん

て言っている人もいたようです。私は消防団とし

て警備出動をしていましたが、花火終了後に観

客の人々が駐車場から帰られるときに少々トラ

ブルがあったのがちょっと寂しく感じました。せ

っかく花火で楽しいひと時を味わったのだから

その気分を家まで持って帰って欲しかったと思

いました。花火大会の前週『アド街ック天国』と

いう TV番組で鴻巣市を特集したため 60万人と

いう大変な人出予測がありました。そのため警

備やトイレの数などにもこれまで以上に気を使

われていたようでしたが実際はまだ足りていなか

った様でもありました。来年以降もより素晴らし

い花火大会になるように願っています。 

ロータリークラブの話になりますが、皆様ご承

知の通り今、内戦等による悲惨な状況が世界各

地で見られます。南スーダンは 2011年に建国さ

れた最も新しい国ですが、国内の民族間の衝

突から内戦状態に入り政府側と反政府側に分

かれ武力衝突が絶えません。特に女性や子供

達にとっては筆舌に尽くしがたい状況になって

います。この様な地域に対し私たちロータリーア

ンは何が出来るのでしょうか？インターネットで

検索したところ「南スーダンにきれいな水を」とい

うことでアメリカのロータリアンたちがロータリー

財団のグローバル補助金を活用し、他の NGO

や政府と協力をしあって井戸を掘り太陽光発電

を利用したポンプを設置したりする活動を始め

たことが発信されていました。危険地域のため

工事業者がその工事を辞退したりする状況だそ

うですが、絶対に諦めないというコメントが有り頼

もしく力強く感じました。是非会員の皆様もいろ

いろな情報をご自身で取りに行っていただきた

いと思います。 

今月は米山月間ということもあり地区より青少

年・米山学友委員会の三上等委員長と佐々木

直之委員をお招きし卓話をして頂きます。 

それでは本日も宜しく願い致します。 

幹事報告 田邊 聖 幹事 

1. 10月 10日（月）第 4回 25

周年実行委員会 

場所：市民活動センター 

松本委員長他 10名参加 

2. 10月 20日（木） 鴻巣市

民ゴルフ大会 

3. 10月 21日（金）職業奉仕

セミナー 

場所：パレスホテル大宮 馬場(知行)、田邊、

細野参加予定 

4. 10月 26日（水）第 6回会長幹事会 

場所：東武バンケットホール 坂口、田邊出

席予定 

5. 10月 30日（日）秋のクリーン鴻巣市民運動 

場所：ふるさとの杜 午前 8：30～ 
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委員会報告 

ロータリービジョン発表 宮城 仁 会員 

来週ロータリービジョンの

お話をさせていただきますが、

時間の都合で話の概要を前

もって説明させていただきま

す。タイトルは「ロータリークラ

ブの発展とクラブの運営につ

いて」ということで内容はクラ

ブ運営とロータリーアンはどうあるべきかを細か

く話をさせていただきますが、その前に今の日

本人の考え方、性格について歴史をたどって解

説いたします。その私たち日本人がどういう気

持ちでロータリーアンとしてきているのか、運営

とロータリーアンはどうあるべきかを本音で語っ

ていきたいと思います。 

二番目として私たち 2770地区のクラブを私な

りに推測をして三つのパターンがあると考え、そ

れについて解説いたします。 

来週は面白可笑しく話をさせていただきます

ので、多くの出席をお願いします。 

ふれあい鴻巣ウォーキング  

木下純一 委員長 

皆様のお手元に、東松山

のスリーデーマーチのパンフ

レットと出欠確認の表を回し

ておりますので、よろしくお願

いいたします。 

ふれあい鴻巣ウォーキング

の予定としては 11月 7日（月）

総務部会をときで行います。各部会の委員長、

副委員長までお集まりお願いいたします。その

後 10日（木）市民活動センターにおいて実行委

員会を開催いたします。追って連絡しますので

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

外来卓話  

地区青少年・米山学友委員会 

三上 等 委員長 

皆様こんにちは今年度地

区学友部門の青少年・米山

学友委員会の委員長の三上

と申します。所属はさいたま

欅 RC です。本日は佐々木

委員さんと一緒にお伺いさ

せて頂きました。 

先程、今年度とお話をさせて頂きましたが、

今年度より新しく出来た部門です。鴻巣水曜

RC 様では井上さんが私達委員会に出向して頂

いており、一緒に活動させて頂いております。ま

た、2009～2010（大塚ガバナー年度）に於いて

は山口様が新世代部門委員長さんで、私も委

員としてライラ北海道研修等いろいろお世話に

なりました。副幹事でありました間室様にも上尾

で大変お世話になりました。 

さて、学友部門について少し話をさせて頂き

ます。学友としてはロータリー財団学友のみでし

たが、RI よりの指示もあり、三国年度よりプログラ

ムを終了した皆様を、プログラム学友（ロータリ

ーファミリー）として扱うようになりました。 

ロータリーでは様々な活動を行っております

が、一番多く手掛けているのが、奨学生の援

助・育成です。将来を嘱望される優秀な奨学生

に更に成長してもらうための支援活動及び、交

流プロジェクトを行ってまいりました。しかし、プ

ログラム終了後連絡先も不明、学友同士の繋が

りも希薄なものとなりつつあります。そこで、学友

との繋がりを再構築するために学友部門委員会

が設置されることになりました。青少年・米山学

友委員会と財団学友委員会の 2委員会です。 

今年度は 2委員会共通の推進事項として 

① 名簿の作成 

② 組織化（現在ある組織についてはサポー

ト） 

③ 活性化の為にプロジェクトを提案・実施 

④ 各クラブとのコミュニケーションが取れるよ
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うサポート 

このような順番で進めていくことになっておりま

す。 

10月までの活動として 

 7月10日 財団学友総会・シンポジウムのサポ

ート 

 7月 17日 学友部門セミナー 

 9月 10日 学友のつどい「学友合同報告会」 

があります。いずれもロータリアン、学友、現役

の奨学生等大勢の参加して頂き盛大に開催さ

れました。 

すでに学友を中心とするロータリークラブも設立

されております。 

かながわ湘南 RC、大阪ネクスト RC、東京米山

友愛 RC、私達第 2770地区さいたま大空 RC等

です。 

学友の中から一人でもロータリアンになって

頂く、またはロータリーファミリーとして各クラブ

の行事に参加して頂くように私たちも頑張ります

ので、皆様もご協力の程宜しくお願い致します。 

本日は、ありがとうございました。 

地区青少年・米山学友委員会 

佐々木直之 委員 

米山学友・青少年交換学

友の現状について少々ご説

明させていただきます。 

米山学友会について 

●現在国内 34地区中 33地

区、海外 7地域（台湾・韓国・

中国・タイ・ネパール・モンゴ

ル・スリランカ）に組織される、米山記念奨学生と

して奨学期間を終了した方々の会です。第

2770 地区にも組織されており、現在 金 海峰

会長（2009 学年度 三郷中央 RC）を先頭に活

動しております。 

第 2770地区米山学友会の活動内容 

●地区米山記念奨学部門と連動して活動して

おり、入学式・部門セミナー・地区大会・感謝の

集い・終了式（修了式）に参加し、現役奨学生

のケアを行う他、学友会主催行事として 5 月に

開催する「日帰りバス研修」及び 10 月に開催す

る「合同奉仕活動」の企画・運営を行っておりま

す。（どちらも現役生・世話クラブ関係者・学友

が参加） 

問題点 

●名簿上 900 名超の学友が存在し、近年では

約 30 名（新規・継続含む）の学友が誕生してお

りますが、学友会として活動してくれているメン

バーは 5～10 名程度と非常に少なく、彼ら彼女

らにとって負担が大きい状況です。 

●メールアドレス・携帯番号・住所などの変更に

より、連絡が取れなくなる。 

●帰国した学友との連絡が取れない。 

青少年交換学友会について 

●青少年交換派遣学生として、日本より海外で

留学を経験した方々の会で、過去には ROTEX

と呼ばれていました。当第 2770 地区にも組織さ

れており、現在 冨田万央会長（2012～13 年度 

川口北 RC）を先頭に活動しております。 

第 2770地区青少年交換学友会について 

●地区青少年交換委員会と連携して活動して

おり、毎月のオリエンテーションの運営・新規応

募生の試験問題作成・英語面接・外語指導・派

遣国向け申請書作成指導・派遣中の学生に対

する相談対応や指導・来日学生に対する相談

対応や指導・ホスト RC に対する援助（通訳やト

ラブル対応）・来日学生向けオプションツアーへ

の同行（スキー旅行・京都広島旅行）・各 RC か

らの卓話依頼に対する派遣手配等の他、独自

企画として初詣・花見会・北本キャンプ・スポー

ツ大会（関東近県他地区合同・昨年度より）・シ

ティーツアー（東京見物日帰り旅行・今年度初

開催）を開催しております。また、4 年に 1 度学

友会同窓会を開催しており今年度の後半に予

定されております。 

問題点 

●名簿上 700 名超の学友が存在し、近年では

毎年約 20 名の学友が誕生しておりますが、学
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友会として活動するメンバーは 5～10 名程度と

非常に少なく、その大半が、高校生・浪人生・大

学生である彼ら彼女らにとって非常に大きな負

担となっております。 

お願い（米山学友・青少年交換学友 共通） 

●地区では、事業の記録としての情報のみで、

各学友個人の連絡先に関する情報はありませ

ん。特に現在の連絡先に関しては全く分からな

い状況です。今年度学友部門では、連絡先情

報を一括管理するべく各クラブに情報提供をお

願いしております。当時のカウンセラー・会長・

担当委員長の皆さまを中心に是非ご協力をお

願いいたします。 

●貴クラブの活動に学友をお誘い戴き、再会の

機会を分かち合って下さい。 

最後に 

学友との再会や活動は、学友本人・ロータリ

アン・クラブ・現役生・候補生にとってはもちろん、

奉仕活動を共に行えば深みが増し、地域社会・

国際理解・親善に貢献する等、様々な良い点が

生み出されるものと思います。また学友の成長

した姿を目の当たりにすることによって、新たな

学友を誕生させるため既存プログラムの更なる

活性化が期待出来ると思っております。 

ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 

本日は、誠にありがとうございました。 

 

  

25周年実行委員会 松本安永 実行委員長 

現在、式典の概要は固ま

ってきています。また、ふれ

あい鴻巣ウォーキングにつ

いて、今までと違った取り組

みを行政に対し積極的に

働きかけるよう、津田初代

会長より段取りをとっていた

だいております。ふるさとの杜事業についても、

25 周年の記念になるよう間室会員にはお願い

いたします。 

次回会合は 11月 2日（水）、市民活動センタ

ーを予定しています。 

出席報告  山口光男 委員長 

 
 

 

 

 本日 修正 

 10月 19日 10月 8日 10月 5日 

 1167回 1166回 1165回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 16  24 

欠 席 数 16  8 

例会出席率 50.00%  75.00% 

Ｍ Ｕ 数 6  2 

合計出席数 22  26 

出 席 率 68.75% 100.00% 81.25% 
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スマイル報告       間室照雄 副 SAA 

 

 

 

前回までの合計 228,500 円

本 日 の 合 計 19,000 円

次回繰越金合計 247,500 円  
 

 

編集後記 

 

例会の翌日、鴻巣市民ゴルフ大会でした。こ

このところ雨の日が続いていた中、寒くもなく風

も穏やかで絶好の天気でした。季節の変わり目

で、これから寒さが本格的になってくる時期にな

りました。くれぐれも健康に気をつけてください。 

私の田舎鳥取では地震の報道がありましたが、

家内の実家、私の実家ともに大事なかったよう

です。                       YM 

 

 

今後の予定 

 

 

 

 

 

 

お客様スマイル 

 三上 等様…本日は卓話お招き頂きましてありがとうご

ざいます。お役に立てるか心配ですが、頑

張りますのでよろしくお願い致します。 

 佐々木直之様…本日は、お世話になりありがとうござい

ます。今後とも宜しくお願い致します。 

個人スマイル   

 小畑正勝会員…常光公民館四万輝雄館長の推薦で、

彩の国コミュニティ協議会上田清司会長より

常光納涼まつり実行委員会へ『シラコバト

賞』が贈呈されました。日頃から鴻巣水曜ロ

ータリークラブの皆様のご支援の賜物で

す、ご報告致します。 

スマイル 1  地区青少年・米山学友委員会三上等委員

長様・佐々木直之委員様、鴻巣水曜 RC へ

ようこそおいで下さいました。宜しくご指導

お願いします。 

津田健三会員・宮城 仁会員・加藤 勉会員・山口光男

会員・間室照雄会員・加藤文男会員・井上脩士会員・石

井英男会員・柿沼洋一会員・坂口正城会員・宮坂良介

会員・田邊 聖会員・成田志津子会員・木下純一会員 

10月 26日

（水） 

第 1168回通常例会 

会員卓話 ロータリービジョン 

11月 2日

（水） 

第 1169回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌  花チャリティー 

ガバナー補佐 来訪 

11月 9日

（水） 
休会（地区大会の振替） 

11月 12・13

日（土・日） 

第 1170回移動例会 

地区大会 

11月 16日

（水） 

第 1171回通常例会 

ガバナー公式訪問 

11月 23日

（水） 
法定休会 

11月 30日

（水） 

第 1172回移動例会 

献血 

12月 2日

（金） 

第 1173回移動例会 

第 5グループ IM 

東武バンケットホール上尾 

12月 7日

（水） 

第 1174回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌  花チャリティー 

地区出向報告 

12月 14日

（水） 

第 1175回移動例会 

年次総会・クリスマス例会 

熊谷ガーデンパレス 

12月 21日

（水） 
振替休会（12月 2日の振替） 

12月 28日

（水） 
振替休会（12月 31日の振替） 

12月 31日

（金） 

第 1176回移動例会 

大晦日・初詣    宝持寺 

クラブ会報委員会 

委員長 松本安永    副委員長 寺西修身 

委 員 青木日出光  馬場知範  小林玲子 


