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幹事報告 松本安永幹事 

武渕氏挨拶 
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会長挨拶           寺澤銀三 会長 

先日の親睦旅行では

大変にお世話になりまし

た。黒部ダムに行った時

の感想なんですがね、思

ったほど多くないというか、

貯水量が少ないように感

じました。また善光寺では、案内の人の口のう

まいこと、何かあるなと思ったのですが、宿坊

でのお話もそうですし、ちゃんと土産物屋とも

話ができていたようで、でも大変わかりやすく、

案内していただいてよかったと思いました。 

親睦委員の皆さまありがとうございました。 

幹事報告         松本安永 幹事 

① 9月 5日（水） 直前会

長慰労会が市内「キッチ

ンNodaya」にて開催され

ました。 

② 9 月 8 日（土） 奉仕プ

ロジェクト部門セミナー

開催 出席者：寺澤会長、石井会長エレクト、

小林玲子職業奉仕委員長 

③ 9月 11日（月） 市長訪問：寺澤会長、松本

幹事 

④ 9月 12日（水） 第 5回第 5G 会長幹事会

（ホスト上尾西 RC） 

ｱ. ロータリーカード加入及び利用促進につ

いてのお願い 

ｲ. 2012-13 年度ホームページ広告募集の

件 

⑤ 9月 15日（土） RLIパートⅠ開催  10月

2日：加藤文男会員が第 2580地区開催に出

席 

⑥ 本日 9 月 19 日（水）例会前、奉仕プロジェ

クト部門会議が開催されました。詳細につい

ては担当から報告をお願いいたします。 

⑦ 本日 9月 19日（水）例会終了後、広報部門

会議が開催されます。 

⑧ 本日 9 月 19 日（水）夜、ふれあい鴻巣ウォ

ーキング代表者会議開催。当クラブからの

出席予定者：寺澤会長、松本幹事、井上委

員長、山口委員 

⑨ 10 月 1 日（月）鴻巣市民の日制定記念式

典 出席予定者：井田社会奉仕委員 

⑩ 10 月 15 日（月） 地区大会記念チャリティ

ゴルフ大会開催 出席予定者：津田会員、

宮城会員、寺澤会長、松本幹事 （4名） 

⑪ 11 月 3 日（土） 鴻巣ロータリークラブ創立

45 周年記念式典・祝賀会の案内が届きまし

た。 

⑫ 管理運営部門 

ｱ. 卓話者バンク登録について 当クラブか

ら津田健三会員、馬場知行会員、間室照

雄会員の 3名を推薦いたしました。 

ｲ. クラブ研修リーダー登録について 加藤

文男直前会長を推薦いたしました。なお、

同セミナーが 10月 12日（金）午後 6時 30

分から浦和コミュニティセンターで開催され

ます。 

⑬ 管理運営部門・親睦・家族委員会 

ｱ. 9月 14～16日（金～日） 会員親睦旅行 

ｲ. 9月 26日（水） 木曜会ゴルフコンペ 

ｳ. 9月 29日（土） こうのす花火大会 

⑭ 奉仕プロジェクト部門・職業奉仕委員会 

ｱ. 10月 17日（水）職場訪問例会 

ｲ. 11月 21日（水）座禅例会 

⑮ 奉仕プロジェクト部門・社会奉仕委員会 

ｱ. 10月 13日（土）第 27回ふれあい広場 

ｲ. 10 月 28 日（日）クリーン鴻巣市民運動へ

の参加 

⑯ 新世代部門 

ｱ. 地区補助金事業について  

ｲ. 新世代部門チャリティーバザー物品提供

について 

ｳ. 9月 29日（土）午後 2時から北浦和ターミ

ナルビル 3F カルタスホールにて 2011～

2012 年度青少年交換派遣学生帰国学生

報告会開催。鴻巣花火大会と同じ日となり

ますが、寺澤会長が出席いたします。 
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お客様 スピーチ 

埼玉県赤十字血液センター熊谷出張所 

所長 佐藤 謙 様 

毎年大変お世話に

なります、今年も 11 月

に予定されております

が、先日第 43 回彩の

国さいたま愛の献血助

け合いの集いがあり、

鴻巣水曜ロータリークラブ様に銀色有効章

（活動継続 15 年以上）が授与されました。ご

存じのように、血液は大変不足しております。

採血された血液が全部利用できないことと、

輸血に伴う副作用との戦い（肝炎やエイズ）が

あります。ですから、良質で、安全な血液を得

るため、皆様方の善意に頼るしかありません。 

現在400ミリ献血の推進を行っておりますが、

安全安心な血液の供給を目指して頑張りたい

と思います。 

 

卓話 

２７７０地区新世代部門 青少年交換委員会 

武渕雅英 委員長 

お世話になります。地

区だけでなく個人的に

も大変お世話になりま

す。 

＊派遣学生及び来日

学生について 

●2012-2013年度派遣学生 

 2012年 8月～2013年 7月に派遣する学生

は 10名 

 アメリカ 2 名・ブラジル 2 名、フィンランド、ド

イツ、韓国、スウエーデン、スイス、デンマーク

各 1名。7月下旬から 8月上旬にかけて無事

それぞれの派遣先に渡航しました。 

●2012-2013年度来日学生 

 2012年 8月～2013年 7月に来日する学生

は 9名になります。 

 アメリカ 2 名・ブラジル、フィンランド、ドイツ、

韓国、スウエーデン、スイス、デンマーク各 1

名、8月上旬から最後は 8月 27日に韓国から

の学生を最後に来日しました。 

 来日のフライトスケジュールは早朝が多いの

でみなさん苦労していました。 

●人数の差は愛媛の RCがブラジルの学生を

受入ましたが、派遣希望者がいなかったので

全国青少年交換委員会のメーリングリストを通

じて、派遣生を募集しましたところ、2011-12

年度にさいたま欅クラブのスポンサーでブラジ

ルに派遣されていました木村さんが連続で留

学したいとの希望が有りまして、先方との合意

の上 2年連続の留学となりました。 

●今年度青少年交換派遣学生の特徴 

①埼玉県親善大使の委嘱に関する件 

昨年度より派遣学生に対して埼玉県知事よ

り埼玉県親善大使の委嘱状を頂いておりま

す。今年度は 6 月 14 日に埼玉県知事公邸

にて知事表敬訪問と共に授与式を行いまし

た。 

②「埼玉発世界行き」奨学金の活用  

「埼玉発世界行き」奨学金を活用し約 60 万

円の支給を得て留学費用の軽減を図りまし

た。（都内の学校に通学の生徒を除く） 

●2013-2014年度募集に関して 

2013-2014年度の派遣生を募集します。 

今年度の募集は 12名を予定しています。 

7 月 1 日（日）に募集説明会を開催いたしま

した。説明会には20名を超える参加がありま

した。 

実際の応募は 20 名で、男子 5 名、女子 15

名でした。 
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今年の特徴は中学 3 年生が 5 名いたと言う

ことです。 

8月 25日の筆記試験と 9月 1日のパストガ

バナー面接、英語面接試験を終わり最終の

合格者決定に向けて、スポンサークラブの

依頼を行っています。 

ローテックス副会長       深田 萌子さん 

上智大学 3年生 

みなさん、こんにち

は。国際ロータリークラ

ブRotex副会長の深田

萌子と申します。 

私は 2008-2009 年度

に戸田西ロータリーク

ラブさんのスポンサー

でブラジルに派遣させて頂きました。 

今回私の留学体験談から受験、大学、Rotex

活動、現在に至るまでお話させて頂きたいと

思います。よろしくお願い致します。 

まず私は幼い頃からサッカーをやっており、

いつか本場のブラジルでのサッカーを見てみ

たいと思い、留学を決意致しました。 

ブラジルについてからは、ほとんど英語も通

じなかった為ボディーランゲージでの会話で

したが徐々に言語習得もでき、ポルトガル語

を話すことの楽しさを実感しました。また、17

歳という歳で今までいた環境から抜け出し、異

国の地で生活することで見えてきた大切なも

のに気づかされました。それは今まで支えてく

れた、家族や、友人などの大切さです。あたり

まえの幸せがあたりまえでないことを学びまし

た。また、血はつながっていなくとも気持ちが

あれば、本当の家族になれることを私は身を

持ってブラジルのホストファミリーのおかげで

わかりました。多くの人と出会いさまざまなこと

を学び、大切な人と出会うたびに胸が熱くなり、

熱い涙が流れました。私にとってこの留学は

自分探しの旅でもあったと思います。 

留学したことで自分のやりたいことが明確化

し、大学進学も迷わず決められ、入学できるま

で猛勉強しました。人生の転機だったとも思え

ます。今は恵まれた環境で自分の学びたいこ

とを学べております。一つも後悔はないですし、

幸せです。 

今は、Rotex 活動に力を入れて頑張ってお

ります。Rotex とは Rotary Exchange Students

の略称であり、このロータリーの留学プログラ

ムで留学をし、すでに帰国をした学生のことを

指します。私たちは海外からやってくる留学生、

これから海外へ出る日本の高校生を全面的

にサポートする役割を担っています。 

Rotexを通して学んだことは言い表せないく

らいたくさんあり、どれも大切な私の糧になっ

ております。私の人生は、ロータリーの留学プ

ログラムがなかったらこんな素晴らしいものに

はなってなかったと思います。 

このような素晴らしく大切な経験をさせて下

さったロータリーの皆様にとても感謝しており

ます。私と同じような経験をもっと多くの学生

ができるよう、これからもご協力お願い致しま

す。最後になりまし

たが、本日はこのよ

うな素晴らしい場を

提供してくださりあ

りがとうございまし

た。 

 

深田さんにはクラブより交通費を差し上げまし

た。会長固くなっているの？ 

 

 

遅ればせながら、９月の結婚記念祝い贈呈 

宮坂会員へ 
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委員会報告 

親睦・家族委員会      加藤 勉 委員長 

先日の親睦旅行、

日本の祭りシリーズ、

おわら宇奈月および

立山アルペンルート、

松本城，善光寺の旅

ご協力ありがとうござ

いました。 

次に、来週の水曜日は休会のため木曜ゴ

ルフ会を妻沼ゴルフ場で開催します。3 組 12

名の参加をいただいております。8 時 40 分集

合ですので宜しくお願いいたします。 

9 月 29 日、こうのす花火大会が開催されます。

大勢の参加宜しくお願いいたします。会費は

1000円です。軽食およびつまみは用意します

が、飲み物は各自持参してください。 

社会奉仕委員会    仁見恵美子 委員長 

11月 28日 献血例会を実施します。 

会場：鴻巣総合福祉センター 

時間：10：00～11：45 

13：00～15：30 

大勢の参加をお願いいたします。 

奉仕プロジェクト部門会議報告 

石井英男 部門長 

本日、9月 19日、部門会

議を群馬銀行 3F和室にて

開催しました。寺澤会長を

含め 9名の参加です。 

職業奉仕委員会では、10

月 17日、ガトーフェスタハラ

ダ本館工場の見学を予定しています。 

社会奉仕委員会では、 

10月 13日（土）ふれあい広場を開催 

川里農業研修センター（鴻巣カントリークラブ

となり） 

10月 28日（日）クリーン鴻巣市民運動へ参加 

（ふるさとの杜の草とりを行います）9時から 

国際奉仕委員会では、 

フィリピンのロータリークラブの事業に対し第 5

グループで一人1000円の援助をしています。 

特別委員会では、 

ふれあい鴻巣ウォーキング第 20 回開催に向

けて、本日鴻巣レク協との会議を予定してい

ます。以上 

 

出席報告  

仁見惠美子 出席委員 

 

スマイル報告  

 山口光男 副 SAA 

 

個人スマイル  

加藤 勉会員…親睦旅行にご協力ありがとうございました。

今度は花火大会です、大勢の参加をお願いします。 

間室照雄会員…親睦委員会の皆さま旅行では大変お世話

になりました。 

スマイル 1  ローテックスの深田萌子さんようこそ 

津田健三会員・小畑正勝会員・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・松本安永会員・井上脩

士会員・小林玲子会員・小林 功会員 

スマイル 2  地区青少年交換委員長武渕雅英様ようこそ 

津田健三会員・小林忠司会員・小畑正勝会員・加藤文男会

員・石井英男会員・仁見惠美子会員・坂口正城会員・宮坂良

介会員 

 本日 修正 

 9月 19日 9月 5日 8月 29日 

 975回 973回 972回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 29 30 30 

出 席 数 18 21 30 

欠 席 数 11 9 0 

例会出席率 62.07％ 70.00% 100% 

Ｍ Ｕ 数 2 2 0 

合計出席数 20 23 30 

出 席 率 68.97％ 76.67％ 100％ 
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前回までの合計 157,780 円
本 日 の 合 計 20,000 円
次回繰越金合計 177,780 円  

 

 

編集後記 

暑い夏がすぎ、熱い秋がきて、台風、竜巻、

集中豪雨と自然災害には事欠かない日本列

島、ある人が云いました、災害列島であるがゆ

えに、日本人は賢くなった。 

台風 18 号ではハウスのビニールが飛ばさ

れた、片づけ、修理、張替で新築以上の手間

がかかってしまった。わたしも賢い日本人にな

れるだろうか。                ｔｍ 

 

 

 

 

原口市長表敬訪問 

 

 
小林会員・寺澤会長・原口市長・松本幹事 

 

今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

10月10日 

（水） 

第 978回 通常例会 

ガバナー補佐来訪 

10月17日 

（水） 

第 979回移動例会 

工場見学 

ガトーフェスタハラダ本館工場 

10月24日 

（水） 

第 980回 通常例会 

ガバナー公式訪問 

花チャリティ 

10月28日 

（日） 

クリーン鴻巣 

ふるさとの杜草取り作業 9時開始 

10月31日 

(水) 
休会 

11月 7日 

（水） 

第 981回 通常例会 

奥様誕生祝い・結婚月祝い 

11月14日 

（水） 
地区大会の振替休会 

17・18日 

（土・日） 

第 982回 地区大会 

17日浦和パインズ 

18日川口リリア 

11月21日 

（水） 

第 983回 移動例会 

座禅例会 宝持寺（馬場会員） 

午後 6時 30分開会 

11月28日 

（水） 

第 984回例会 移動例会 

献血例会、総合福祉センター 

午前 10時から 11時 30分 

午後 13時から 15時 30分 

クラブ会報委員会 

委員長  井上脩士     副委員長  間室照雄 

委  員 山口光男 小林玲子 小林 功 田邊 聖 


