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家族、継続、変化 

Ｋａｌｙａｎ Ｂａｎｅｒｊｅｅ （カルヤン・バネルジー） 

 

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     寺澤銀三 会員 

 

例会プログラム 

司会 松本安永 SAA 

点鐘 

ロータリーソング（奉仕の理想）斉唱 

四つのテスト唱和 寺澤銀三会員 

会長挨拶 加藤文男会長 

幹事報告 石井英男幹事 

お客様 

地区新世代部門委員長 片寄芳美様 

地区インターアクト委員長 原 浩明様 

北本 RC 会長 吉田幸夫様 

鴻巣 RC 福士 満様 

青少年交換学生ジュリー（メイ・クンデ）さん 

ホストファミリー 津田悦子様 

通訳（ローテックス） 鈴木美智子様 

委員会報告 

親睦・家族委員会 加藤 勉委員長 

ふるさとの杜実行委員会 間室照雄委員長 

卓話 「会員増強」 津田健三様 

出席報告 宮城 仁委員長 

スマイル報告 間室照雄会員 

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   

Ｔｈｅ Ｈａｐｐｙ 水曜日 

     ロータリーに誇りを！ 
 

第 923 回例会 2011 年 8 月 24 日 

日 
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会長挨拶            加藤文男 会長 

皆さんこんにちは、先日

米山記念奨学部門セミナ

ーに参加しましたがその報

告は竹内さんが概ね発表

しました。また本日交換留

学生のジュリーさんが見え

ていますので留学生の受け入れ方について、

セミナーを基にして話してみます。1 グループ 7

名前後で 10数グループに別れ、基調講演の後

各グループでのセッション後、それぞれ発表し

ました。留学期間中は各クラブそれなりの留学

生とのコンタクトはありますが、その後は疎遠に

なる傾向があるというのが大方の意見でした。

留学生の意見はロータリアンの方と親交を深め

たい、もっと身近になりたいというのが一人二人

ではなく、大多数の留学生の考えでした。また

各クラブでも月 1回は例会に参加しますが、クラ

ブによっては毎例会参加する留学生もいるよう

です。 

留学生は自国以外の世界中の人と知り合い

になり自分の視野を広げようとする人たちがお

おかただと思います。 

今日、片寄様を初めたくさんのお実様にお越

しいただいております。ご本人を目の前にして

たいへん申し訳ないのですが、お実様というと

自分自身どうしても、何か目に見えないスクリー

ンのようなものを作りがちです。留学生はお実

様ではなく、ロータリアンではないのですが、わ

れわれと同じ仲間だというスタンスで接していき

たいと思います。 

ところで「ジュリーさん、留学するに当たって、

この地球上おおくの国がありますが、なぜ日本

を選んだのですか。」「日本が美しいからです。」

ありがとうございます。こう聞くと嬉しいものです

ね。もう一度言いますが、留学生はお実様では

なくわれわれと同じ仲間として接していきたいと

思います。先ほど SAA の松本さんがお実様紹

介をしてくださいとありましたが、そういう意味で

私は会長としてジュリーさんをあえて一番最後

に紹介しました。 

これからは、ジュリーさんをお実様として紹介

はしないつもりです。今後はジュリーさん自ら今

日は例会に来ましたと言ってもらいたいです。 

先ほどのジュリーさんの言葉で「日本は美し

いから決めました。」とありましたがこの思いを壊

さないようにしたいと思います。縁あって我がク

ラブはジュリーさんを受け入れました。この１年

間日本に留学してほんとによかったと思いを込

めて帰国してもらいたいと思います。また帰国し

ても我がクラブと親交を持ちたいと思います。 

その為には皆さん、積極的にジュリーさんに

話しかけて下さい。まずはこちらから話しかけま

しょう。宜しくお願いします。ありがとうございまし

た。 

幹事報告          石井英男 幹事 

皆さんこんにちは。ザ.ハッピー水曜ロータリ

ーにようこそいらっしゃい

ました。本日は、鴻巣カ

ントリークラブ様のゲスト

ルームをお借りしての例

会になります。 

また、各ロータリアン大

勢のお実様、昼間のお暑い所参加して頂きまし

て誠にありがとうございます。 

幹事報告としては 

8月17日（水）ふるさとの杜除草作業に午前6

時より 11名の参加。 

午後 4時より 7名が参加して除草作業をしま

した。御苦労様でした。 

8 月 18 日（木）桶川ロータリークラブのホスト

で、桶川市三朝寿司にて第 2770地区第 5グル
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ープの第 3 回会長 幹事会があり、加藤会長な

らびに石井幹事が出席しました。 

以上、本日もよろしくお願い致します。 

お実様挨拶 

２７７０地区 新世代部門委員   片寄芳美 様 

7月 30日に新世代部門

セミナーがありましたがそ

の前に、津田夫人にお話

をして戴きたいとお願いし

ました。当日の津田夫人

のお話は、ソフトな語り口

と、ホストファミリーとして

の体験を、具体的に話してくださり、いつもです

と途中で半分くらい居なくなってしまうのですが

ほとんどの方が残って、お話を聞いてくれました。

あとから聞いてみると、大変評判が良く、リクエ

ストがあるかもしれませんが宜しくお願いいたし

ます。 

インターアクトを送り出しているのが 40 名です

が来るのは 52名。従いまして、こちらのクラブの

ようにインターアクトをしていないクラブからも受

け入れをお願いしております。本日は原委員長

と共に御礼の挨拶に参りました。 

２７７０地区 新世代部門 

インターアクト委員長   原 浩明 様 

片寄部門長のお言葉通

りでありますが、まずは津田

パストガバナー奥様には大

変お世話になりました。 

さて、来る 1月 7日から 5

泊 6日で、韓国 3750地区か

らインターアクト 50名と引率

の教員 4 名が参ります。いつもの事ながら、何

人かを鴻巣水曜さんでもあずかって戴きたいと

思います。私も何年もあずかっていますが、最

期の日、ラフレ埼玉での涙の別れを経験してい

ます。实にいいものです。又、こちらでも是非イ

ンターアクトを立ち上げて欲しいのです。1 月に

向けて宜しくお願いいたします。 

北本ロータリークラブ会長     吉田幸夫 様 

またかいといわれてい

るところです。北本ＲＣ会

長の吉田です 。人口

72,000 の北本ですが増

強をがんばっているところ

です。 

先日、尾花ガバナー補

佐が第 5G 会長幹事会で、青少年交換をすると

一人 100 万円くらいかかるが地区ではポスター

を作って募集している。今後は人数を厳選して

いかなくてはならないのではないかという話があ

りました。 

さて、私事ですが、国際奉仕プロジェクトとし

て、マニラへ見学に行くというツアーが企画され

ています。現在 32 名の申し込みがあり、9 月 1

日 7時 30分の集合でマニラに行きます。 

北本クラブの増強に、お知り合いが居ました

ら是非ご紹介戴きたいと思います。 

鴻巣ロータリークラブ        福士 満 様 

加藤会長とあるところ

でお会いし、こちらのクラ

ブが東北に行かれること

を伺い、ご一緒させてい

ただく事になりました鴻

巣 RCの福士です。 

私の出身は岩手県で

す。母の生まれが陸前高田です。私が生まれた

のは宮古で、そっちの方には兄弟や親戚が大

勢居ます。一人で行っても足の不自由な身で

は何のお手伝いもできず、さりとて一度ふるさと

に帰りたいと思っておりました。伺いますと被災

地にも買い物で応援するとか、是非私もという

事でご迷惑をおかけします。本日はご挨拶に参

りました。 
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＊福士様からは寸志を戴きました。 

 

交換留学生の紹介 

新世代奉仕部門山口光男委員長より交換留学

生とホストファミリーの紹介 

 

山口光男 会員 

カウンセラーの馬場知行

会員から説明を戴きま

す。 

 

 

 

馬場知行 会員 

交換留学生カ

ウンセラーをお引

き受けした馬場で

す。留学生が遵守

すべきことが書い

てありますので読

み上げます。 

① 日本の法律を守ること 

② 覚醒剤などは飲まない 

③ 仕事に就かない事 

④ 車の運転はしない事 

⑤ 旅行などはホストファミリーの同意を得ること 

⑥ ロータリークラブの会合にできるだけ出席す

ること 

⑦ ホストファミリーはお父さんとお母さんと呼び、

親しくして欲しい 

など交換留学生が遵守すべき項目を読み上げ、

留学生のジュリーさんから確認のサインをもらい、

ここで、ホストファミリーの津田悦子様へ受け渡

しを行う。（日本語と英語で書いてあるもの） 

青少年交換留学生のジュリーさん挨拶 

皆さんこんにちは私は

ジュリーです。イリノイ州

出身です。まだ日本語は

上手ではありませんがが

んばって練習しますので

宜しくお願いいたします。 

加藤会長から交換留

学生のジュリーさんへ 1ヶ

月分の小遣いを差し上げる 

バナーの交換 

 

卓話                 津田健三 様 

ロータリーの何かの会

合で聞いた話ですが、長

寿企業の条件と言う話を

ソフトバンクの孫さんがし

たというのです。それによ

ると 300 年続けるために

企業はどうあるべきか。 

ロータリーから学ばせて戴いたことは、ときに

寛容の精神が大事ということです。寛容と忍耐

でしょうか、みんなと一緒にやっていくことです

ね。ロータリーの役員をやって教えられたことで

す。水曜ロータリーの仲間としてのきずなです。 

私は 40 歳の時入会して、52 歳で親クラブの

会長を仰せつかりました。一生懸命勉強して、

いかに充实した例会にするか、朝早く起きて、

仕事をし、夜遅くまで勉強し、ロータリーと仕事

とを両立させようと一生懸命でした。そのときの

親クラブは木村さんのお父さんや秋笹酒造さん、

玉井酒造さんなどのお父さんの時代です。 
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役を仰せつかった以上、１時間の例会の中

で大勢の方の意見を聞き、そのため会長挨拶も

短く工夫したものです。 

さて、話を元に戻しますと、経営戦略が必要

です。（グローバルな視点から）長寿企業の出

光、キッコーマン、神戸製鋼の各社長さんによ

るシンポジュームの話です。各社長さんからそ

れぞれ、大事にしているものを語っていただい

たそうですが、出光の社長さんは経営理念が大

事、なぜ存在するのか、キッコーマンの社長さ

んからは困ったときこそ新しいものが生まれると

いう事、だから困難は良いことである。神戸製鋼

の社長さんからは柔軟な対応が大事。三者とも

大事にしているのは企業の理念である。従業員

のためなのか、社会貢献のためなのか、これら

をはっきりとして、従業員と共有すること、従業

員自ら働くようにするには、理念が大事で、企

業カルチャーを確立し、従業員と共に歩むか。 

孫 正義氏は韓国の人である。おばあちゃん

と一緒に生活しゼロ番地に住んだ。おばあちゃ

んが戦後の日本でリヤカーを引いて、育ててく

れた。そんなおばあちゃんをあるとき嫌いになっ

た事がある。外国人として阻害され、馬鹿にさ

れたからである。アメリカに留学する前に母国の

韓国を尋ねたがそこで視たものは、貧しい生活

である。リンゴ畑もあったが土地がやせていて

小さいリンゴしかなっていなかった。そんな故郷

へおばあちゃんは修理した古着を送った。 

300年前のことを考えてみるとこれから 300年

後どうなるのか予想が付くという。300 年前はイ

ギリスの産業革命のときで、平均寿命は 33 歳、

今は女性 86 歳男性 83 歳、300 年後には 200

歳の人が出てくるだろうと言う。 

それと、情報のビックバンがある。人間の脳を

超えたコンピューターができるだろうという。 

今日はこれで終わります。 

 

委員会報告 

親睦・家族委員会         加藤 勉 委員長 

親睦旅行について   9月 10，11，12日实施 

さきほどご案内のように

福士さんも一緒に行って

くださることになりました。

お心遣いありがとうござい

ます。参加者16名＋福士

さん。9 月の第一例会で

詳しくお知らせします。 

 

8月 31日バーベキュー例会について 

間室会員のサニベルグリーンハウスで行いま

す。飲み物の提供してくださる方がおりましたら

宜しくお願いいたします。16 名の参加予定で

す。 

ふるさとの杜实行委員会  間室照雄 委員長 

幹事より報告していた

だきましたが大勢の方の

ご協力を戴きありがとうご

ざいました。 

本日発行の会報に詳

しい写真が載って居ま

すので参考にしてください。又打ち上げは、とき

さんで豚しゃぶ とてもおいしかったです。 
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出席報告       宮城 仁 出席委員長 

 

出席率の向上にご協力く

ださい。本日の出席率は

以下の通りです。 

 

 

 

クラブ活性化部門  小畑正勝 部門長 

例会終了後クラブ活

性化部門会議を開催し

ますので、宜しくお願い

いたします。 

 

 

ガバナー特別賞エントリーについて 

井橋年度のガバナー特別賞に当クラブの植

樹を推薦したいと思います。会員の皆さんの賛

同を戴きたいのですが。―――異議なく賛成。 

スマイル報告      間室照雄 副 SAA 

 

お実様スマイル  

片寄芳美様・・・7 月 30 日 新世代部門セミナーのお礼

に参りました。 

原 浩明様・・・新世代セミナーでは大変お世話になりま

した。 

吉田幸夫様・・・本年度北本 RC会長としてお世話になり

ます。 

福士 満様・・・メイキャップにまいりました。 

個人スマイル  

津田健三会員・・・今日はお実様が多いですね。ゴルフ

場での例会、宮城さんありがとう。 

スマイル 1  片寄芳美様、原 浩明様、吉田幸夫様、福

士 満様  ようこそいらっしゃいました。 

紀陸一夫会員・宮城仁会員・小畑正勝会員・加藤勉会

員・寺澤銀三会員・馬場知行会員・間室照雄会員・小

林功会員 

スマイル 2  青少年交換留学生 ジュリーさん ようこそ

いらっしゃいました。 

宮城仁会員・井田喜代志会員・山口光男会員・間室照

雄会員・加藤文男会員・小林玲子会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日 修正 

 8 月 24 日 8 月 10 日 8 月 3 日 

 923 回 922 回 921 回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 28 29 31 

出 席 数 15 18 20 

欠 席 数 13 11 11 

例会出席率 53.57％ 62.07% 64.5% 

Ｍ Ｕ 数 7 3 5 

合計出席数 22 21 25 

出 席 率 78.57％ 72.41％ 80.65％ 

前回までの合計 103,000 円

本 日 の 合 計 19,500 円

次回繰越金合計 122,500 円
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会長挨拶          加藤文男 会長 

 

幹事報告          石井英男 幹事 

 

乾杯        加藤 勉 親睦・家族委員長 

 

 

青少年交換留学生のジュリーさん津田 健様 

 

間室会員 鳥の照り焼きに奮闘 

 

松本会員 当日お誕生日おめでとう 

 

津田会員 焼き肉上手です 

 

第 924回 ８月３１日 移動例会 

ガーデンバーベキュー さにべる 
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寺澤会員 煮込みうどんありがとうございます 

 

 

 

編集後記 

暑い夏から一気に秋になってしまったようで

す。今年はこれからそばを播いてみようと思って

います。生育期間 75 日程度ですので、初期生

育で収量が決まってしまうとか、何事もはじめが

肝心なのかな、そのためには準備を念入りにし

ないとだめだし、いつも遅刻の小生としては先

が思いやられます。             T．M 

 

今後の活動予定 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月 7日 

（水） 

第 925回 通常例会 

会員誕生・配偶者誕生・結婚記念月

祝い 

9月 

10.11.12日 

第 926回移動例会 

親睦旅行 岩手 花巻祭り 

9月14日 

（水） 
振替休会 

9月21日 

（水） 

第 927回通常例会 

外来卓話 地区広報部門 

9月28日 

（水） 

第 928回移動例会 

座禅例会  宝持寺 

クラブ会報委員会 

委員長  小林玲子     副委員長  井上脩士 

委  員 柿沼洋一 間室照雄 山口光男 小林功 


