
  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

◆ お客様  
2017-18米山奨学生 锡林高娃さん 

◆ 会長あいさつ    富永 悟会長 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

７月 11日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、暑さが厳しくなってまいりまして、
昨日は３７℃を記録した地域もあり、皆さんお体には十
分注意をしてお仕事に励んでいただいて、夜は草加松
原 RC の例会に足を運んでいただければ有難いと思っ
ておりますので皆さんご自愛ください。 
 本日は報告がたくさんあります。先週１週間かけまし
て第９グループのクラブの第一例会を表敬訪問させて
いただきました。７月４日昼に八潮RCでご挨拶をさせて
いただきました。７月５日夜に八潮 ERC さんにお伺いを
し、７月６日夜には八潮みらいRCさんにお伺いをさせて
いただき、第９グループのクラブも新たな発進を見届け
て参りました。 
 ７月８日は地区セミナー「公共イメージと会員増強維
持部門」の合同セミナーに小泉公共イメージ委員長と牛
山会員増強委員長と３人で参加をさせていただきまし
た。各テーブルに分かれてのテーブルディスカッション
形式でのセミナーでこれからは会員増強をするために
もロータリーのイメージを大きく発信をしていこうと、後
方から公共イメージと名前は変わりましたが公共イメー
ジと増強はついになって活動していきましょうという話で
した。テーブルディスカッションの中で増強も大事だけど
会員を増やしていくためには例会・奉仕の中身を各クラ
ブごとに充実をさせて楽しいロータリー活動をしていくこ
とによって会員を維持していくこともとても大事とのお話
がございました。とても勉強になりました。各委員長さん
には繁栄をしていただきたいと思います。宜しくお願い 
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例会日：毎週火曜日 19:00～20:00 
例会場：草加市文化会館 
事務局：草加市青柳 8-56-21 
    TEL/FAX 048-967-5315 
    PC：sokamatsubara@abelia.ocn.ne.jp 

国際ロータリー第 2770地区第 9グループ 

草 加 松 原 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ  

致します。そして同じソニックシティで、次年度財団奨
学生の高野恭平さん、当クラブが世話クラブとしてイ
ギリスに留学する予定でございます。長谷部直前会
長にカウンセラーをお願い致しましたが、来年の留学
に向け５回のオリエンテーションで勉強をしてから出発
していただく、第１回目のオリエンテーションが同時進
行で行われておりました。セミナー後に懇親会だけ私
も参加させていただきました。 
 ７月９日（日）は、飯山幹事と２人で交換留学生の安
藤君がベルギーより帰国という事で成田空港に出迎
えに行ってきました。ご両親の弟さんに彼女、中学時
代の友人２人が迎えに来ておりまして飛行機がついて
から出てくるまでに時間はかかりましたが人一倍明る
くたくさんのバッチをつけたジャケット姿で帰ってきまし
た。無事に帰ってきてくれたことでホットしていますが
ご両親は本当に感激をしておりました。 
 昨日は第９G の会長幹事会がございました。日韓友
好３０周年事業として韓国に９月２２日～２４日で行く
形で決定をしております。まだ申し込みは可能です。
行かれる方は飯山幹事までお声かけ下さい。 
 RI会長の方針の植樹ですが、草加松原RCも環境マ
ップとともに植樹を検討していくわけですが、第９Gとし
ていち早くグループで１本、柿木に新しくできました「生
活介護事業所そよかぜの森」重度の障がいのある方
の介護施設でございます。そこにハナミズキ１本、１５
万円を贈呈させていただきました。日程を調整して各
クラブの会長幹事が視察をする予定になっております 
報告が長くなりましたが、本日は誕生日・結婚記念日
の方のお祝いをさせていただき、スピーチをしていた
だきます。またロータリー情報をお知らせいただきま
す。本日も宜しくお願い致します。 

２０１７‐１８年度 国際ロータリーテーマ 

ロ ー タ リ ー ； 変 化 を も た ら す 
 

＊＊本日のプログラム ＊＊ 

開会点鐘         幹事報告 
ロータリーソング    委員会報告 
四つのテスト          ＳＡＡ報告 
お客様紹介         出席報告 
会長挨拶         閉会点鐘 

     クラブ協議会 
     

 
 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誕生祝  ７月３日  福本孝昭 会員 

 皆さんこんばんは、昭和３６年７月３日、５６歳という事で、まだまだひよっこなのですが、皆様のお力をお借り
してできる限り早くなれるようにしたいと思っております。前回７月４日の例会の時に自己紹介がありましたが、

昨日は誕生日とは言えなかったという事でこのような形でお祝いをいただくという事に戸惑いを感じていると同     

時に普段家族の中でこのようにお祝いという事がないものですか 

ら涙が出てしまった状況です。 

                              家族を紹介いたしますと妻に娘が２人に双子の女の子の孫と 

女性人に囲まれて常に耐えて今があり、自分自身は強い人間だ

と思っております。お酒が好きなものですから、何かの機会があ

れば皆さんとご一緒したいと思っております。 

                              突然のご指名でしたので、このような話になしましたが、早く慣 

れてよい活動ができますように邁進してきたいと思いますので宜 

しくお願い致します。本日はありがとうございました。 
 

      奨学金授与                         米山奨学生 锡林高娃さん  

皆さん、こんばんは、いつもお世話になっております。天気がだんだん熱くなっていますが、内モンゴルという日

本と比べると比較的に気温が低いところから来ました私にとっては、日本のこれからの季節が一年の中で一番

大変な時期になります。今年の夏を乗り越えれば、来年のこのごろは帰国していますから、と思っていました

が、内モンゴルの夏も今年異常に熱くなりまして、40 度近くまで上がった日も何日かありました。あまり雨が降っ

てないところでは乾燥害にもなっています。 

夏休みは大体７月の終わりごろから始まりますが、大学院に入った 

後、夏休みや冬休みは常に先生とやり取りしたり、学会に行ったりと 

かして、普段とあまり変わりないです。 

去年は北海道にある室蘭工業大学で行われた日本実験言語学会 

で発表しました。今年は、学会発表は特にないですが、８月に参加 

する予定の学会があります。それから、内モンゴルの内モンゴル 

大学からも発表者が来るということですが、９月に国立国語研究所 

から行われるワークショップにも参加する予定です。 

これらと同時に、ロータリーの活動などに参加し、充実した日々を 

過ごせることができればと思っております。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

ロータリー財団奨学生について           長谷部健一カウンセラー 

 高野恭平さん、この方は草加市出身の方で、草加市立病院でインターンを務めたこともあるそうです。東日本

大震災行かれ、その後市立魏病院は退職され、彼は産婦人科医なのですが、目指す事は「死産の防止」とのこ

とです。低開発国では報告されているだけでも死産は沢山あるのだけれども、実際は報告されていないことが相

当あるそうです。それを防止したいという事が研究のテーマとのことです。 

 現在はロンドンの大学院博士課程という事です。財団奨学生になりたいのでスポンサークラブになっていただ

けませんかと 2 月に連絡がありました。富永会長と一緒にお会いして色々やり取りをしてこの人物なら間違いな

いという事で地区に推薦し合格して今回奨学生と決まりました。 

 私はカウンセラーとして 5 回ほど一緒に参加するのですが、今回のオリエンテーションでわかりましたが、今年

度の財団奨学生の大谷理奈さんはロータリー財団からの奨学金ですが、高野さんはグローバル補助金を使うと

いう事です。国際財団活動資金と地区財団活動資金ＷＦとＤＤＦの両方から 2万ドルずつ出し 4万ドルの奨学金

として支給される。クラブからの負担金はありません。2019-2020 年の森さんが会長年度です。奨学金の説明を

させていただきました。宜しくお願い致します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ロータリー情報                 木村博行会員 

 皆様こんばんは、ロータリー情報という事で、加藤修三さんから来週は頼むと言われまして「ロータリーの
友」をよく読んで来ました。「ガバナーの横顔」という所を見ていましたら驚いたことに私の一番の取引先の社

長さんが載っていました。ガバナーになられる方は日頃から色々な心掛けをやっているのだという事を感じ

ました。 

 今夏の７月号は、国際ロータリー会長の横顔が載っておりまして、ソーシャルネットワーカーという事で載っ

ておりまして、人と人を繋ぐ人間、自分で言っているのか周りから言われているのか、オーストラリア出身で

会計事務所を経営されている方、この方も１９７７年４０年前にロータリーに入られ、何をしたらよいかわから

ないという所からスタートした。この方は娘さんに「ロータラマ」（ロータリー漬けの生活）と散々言われたそう

です。入会を奥様に相談されて奥様は会計士以外の仲間を作れるので良いじゃないと言われて入ったそう

ですが、今はロータリーの仲間しかいないそうです。 

この方の素晴らしいのは、「ロータラマ」でありながらオーストラリア政府からオーストラリア勲章というメダル

をいただいています。スポーツ協会や学校評議員、地域諮問員会など時間とエネルギーを注いでいます。会

田さんと同じように国から叙勲を受けています。会田さんは素晴らしいですね！この方が入会した１９７８年

の頃、全部男性という事に気づかなかった。１９８９年に定款変更があり女性の入会が認められました。口火

を開いた方です。1999-20 に 9810 地区ガバナーになり、奥様のジュリエットさんは 2011-12 にガバナーにな

っています。ご夫婦ともガバナーになっています。凄いですね！今年度「ロータリー：変化をもたらす」とテー

マを掲げていますが、ロータリーは何ですかと聞かれて言葉が詰まった時もあったそうです。現在言っている

ことはどのような団体かではなく、何をしている団体とお答えしているそうです。RI 会長の横顔以外にも興味

深い記事が沢山出ていますのでお時間のある時に読んでいただければと思います。宜しくお願い致します。 

ロータリー財団部門セミナー 

開催日   ７月１５日（土） １３：３０～ 

会場     大宮 清水園 

参加者    富永会長  

小笠原ロータリー部門委員長 

 

入会予定者ご紹介  来栖勝幸様            長谷部健一パスト会長 

           

 来栖さんとは千葉カントリークラブの会員仲間で、ある方とゴルフを一緒にやった際に知り合い、色々話を

した際にロータリークラブの話をしましたら興味を持たれまして入会申込書をいただきました。若くてすばらし

い経営者です。 

皆さん暖かく迎えていただければと思います。 

 こんばんは、来栖勝幸と申します。長谷部さんから色々お話 

を伺い参加させていただきたいと思いました。 

私は高砂 2丁目に住んでおります。30歳の時からお祭りで 

地域の方々に接していただいておりました。 

長谷部さんのお顔も存じてはおりましたが、ゴルフきっかけに 

してお誘いいただくことになりました。これからもこの地域で 

またロータリークラブとはと聞かれた時にスラスラと答えられる 

ような人間になっていきたいと思いますので皆さん宜しく 

お願い致します。 

http://popachi.exblog.jp/iv/detail/index.asp?s=9748569&i=200905/19/45/d0094245_21263370.gif


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 4 日 ニコニコＢＯＸ 

金額 17,000 円 累計 51,000 円 

7 月 4 日  出 席 報 告 

会員総数 39 出席 23 

出席免除  4 ＭＵ 2 

出席適用 35 出席率 71.43 

今後のプログラム 

7/18  クラブ協議会        レセプション 
7/25  クラブ協議会        レセプション 
8/1   誕生祝・結婚祝      レセプション 

幹事報告   飯山英彦 幹事 
皆さんこんばんは、幹事報告をさせていただきます。 

１）ロータリー財団部門セミナー 

  日  時   7月 15日（土）  点鐘 １３：３０ 

  会  場   大宮 清水園 

２）米山記念奨学部門セミナー 

  日  時   7月 16日（日）  点鐘 １３：３０ 

  会  場   ラフレさいたま 櫻ホール 

３）奉仕プロジェクト三部門合同セミナー 

  日  時   7月 23日（日）  点鐘１３：００ 

  会  場   大宮 清水園 

４）管理運営部門セミナー 

  日 時    7月 30日（日） 

  会 場    川口フレンディア 

ご参加予定者の皆様宜しくお願い致します。 

＊韓日親善会議について 

  開催日   9月 23日（日） 

  会 場   グランド・ハイアット・ソウル 

  登録料   ￥16,000 

ご参加を希望される方はご一報ください。 
      

富永  悟会長 誕生祝・結婚祝いの皆様おめでとうございました。来栖さんようこそいらっしゃいました。 

飯山 英彦幹事 誕生祝・結婚祝いの皆様おめでとうございます。 

会田小弥太会員 誕生祝・結婚祝いの皆様おめでとうございます。 

牛山 信康会員 盛夏です。野菜がすくすく育っています。さといもが大きくなってきましたがインゲン・じゃ

がいも、ダイコンは不作です。農業は難しいです。 

大久保雄司会員 誕生祝・結婚記念日の方おめでとうございます。 

小笠原薫子会員 お誕生月、ご結婚記念日の皆様おめでとうございます。暑い日が続いております。夏バテしそ

うなのですが、なぜか毎年食欲だけは落ちません。不思議です。。。 

川井 大輔会員 連日の暑さで身体が悲鳴をあげています。皆様お体大切に。 

木村 博行会員 お誕生日・ご結婚祝いの皆様おめでとうございます。暑い日が続いていますので皆様お体を大

切に！！ 

鈴木 英世会員 誕生祝・結婚祝いの皆様おめでとうございます。毎日暑い日が続きますが元気に頑張りましょう 

高橋 昌夫会員 誕生・結婚祝いの皆様おめでとうございます。豪雨災害と地震、九州が大変ですね。 

田中 和郎会員 今日は暑さのため 3度シャワーを浴びてしまいました。 

二階堂祐司会員 お誕生・ご結婚の皆様おめでとうございます。 

長谷部健一会員 誕生祝・結婚祝の皆さんおめでとうございます。ゲストの来栖勝幸さん本日はようこそお越し

下さいました。 

森  勇一会員 7月の誕生日の皆さん、結婚記念の皆さんおめでとうございます。 

山崎 秀美会員 誕生祝・結婚祝の方々おめでとうございます。先週は休みました。富永会長・飯山幹事すみま

せんでした。今年度もよろしく 

渡辺美和子会員 結婚祝の方、誕生祝の方々おめでとうございます。 

米山記念奨学部門セミナー 

開催日   ７月１６日（日） １３：３０～ 

会場     ラフレさいたま 

参加者   富永会長  锡林高娃さん 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

謝 振宇君が学友としてお手伝いに来ていました。 
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