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当クラブもホストとして責任があるので、来日した留

点鐘
ロータリーソング
四つのテストの唱和
お客様紹介

廣井会長

学生をそのまま「はい、お願いします」と小泉家へ

我等の生業

押し付けるわけにはいきません。また入学までには

石井会員

様々な手続きがあり我々も頻繁に学校へ行かなけ
ればならないので、まずは会員宅で 2～3 か月でも

サム・ゴードン君

預かり日本に慣れてもらってから小泉家へ引き渡

米山奨学生

康 鎮凡様

したいと思います。その際には皆様のご協力が必

会長挨拶

廣井会長

2014-15 年度交換留学生

要なのでどうぞよろしくお願い致します。

昨日今日と大変寒く、やはり

話は変わりまして、日本では 3 月に年度が終わ

大寒を過ぎると寒さも身にしみ

ります。私の住んでいる自治会は 122 世帯ありまし

て 厳 し い です ね 。 皆 様 体 調 管

てブロックごとに順番に役員がまわってきます。次

理には十分気を付けてくだい。

年度は当ブロックの番なので私が役員顔合わせに

先日の土曜日行われた青少

行きましたところ、女性や高齢者ばかり 6 名なので

年交換のオリエンテーションで、

自治会長を決める際に断れず引き受けてしまいま

次年度派遣生の小泉蒼馬くんの留学先がベルギ

した。自治会では、フレッシュタウンなどの一部の

ーに内定致しました。先方の応募状況からの調整

地区を除きどこでも少子化と高齢化で夏祭りや子

になるのでまだ正式ではありませんが、ベルギーで

ども神輿などの行事がなくなっていますね。こういう

なければドイツで、人数が増えればですがアメリカ

ところから自治会が崩れていっています。当地区で

の可能性もまだあるようです。いずれにしても 2 月

は子供が 9 名で 5 世帯ですので各家庭の事情もあ

の上旬には正式な発表があるそうです。ベルギー

りなかなか協力を頂くことができません。皆様の地

であればフランス語、ドイツ・オーストリアはドイツ語

区で「このように解決しているよ」など良い案がござ

ですね。どちらであっても欧州では英語は多少通じ

いましたら是非教えて頂きたいと思います。

ると思います。

この後、上半期決算報告があります。今年度は

次年度は当クラブとしても、欧州からの留学生を

合併初年度なので、各クラブの事業をそのまま継

受け入れるわけですが、この青少年交換を受け入

承しておりますが、今後すべての事業をそのまま行

れる条件として小泉家には、1 年間留学生を自宅

うのは難しいので次年度からは、各事業を精査し

で預かることを条件とさせて頂きました。しかし、住

てクラブの方向性や予算を組み直しよりよいクラブ

居が千葉県柏市なので通学に 1 時間かかります。

運営ができるよう努めていきたいと思います。

例会日： 木曜日 12:30～13:30 例会場：埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
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折原（正）副幹事

会員増強維持部門より、2 月

米 山 奨 学 生 の康 鎮 凡

4 日ジャパンロータリーデー

です。米山奨学生となって

に出席される方は、当日 名

1 年になりました。おかげ

刺交換会がありますので、名

様で無事に 1 年間の大学

刺をたくさんお持ちくださるよ

院の生活が過ごせました。

う案内が届いております。




米山奨学生挨拶

康 鎮凡様

先週 、米 山奨 学生の面 接がありました。彼 らを

R 財団部門より、平成 27 年 2 月 20 日（金）さ

見ると自分が 1 年前このように面接を受けたことを

いたま市民会館おおみやにて開催される

思い出します。当時の自分と比べると彼らはとても

2015-16 年度地区ロータリー財団補助金管理

優秀で、しかも大変努力しています。その姿を見る

セミナーの案内が届いております。

とつい自信がなくなり少し不安になりますが、しかし、

井原ガバナーエレクトより、米国サンディエゴ

今はそんな事 を言っている余裕はありません。来

で開 催 されている国 際 協議 会 において、K.R.

月から就職の合同説明会が始まります。7 社申込

ラビンドラン会長エレクト（スリランカ・Colombo

をしました。今は夜のバイトを減らし少し時間があ

RC）から 2015-16 年度の RI テーマが発表され

るのでさらに勉強をするべきだと思っています。

ましたと案内が届いております。

交換留学生挨拶

サム・ゴードン君

交換留学生のサム・ゴードンで

“ Be a gift to the world.
world. ”

す。私は今、折原さんの家にお世
話になっています。今日から学校
が入試のため 4 日間休みになっ
ています。休 みを楽 しみにしてい
ましたが、たくさんの宿題が出でしまいました。この
間こちらでは雪が降り寒かったですが、シカゴでは
毎年 2 メートルの雪が降るので雪も寒さも慣れてい
ます。でも自分は暖かい方が好きですが・・・。4 月
にはバスケットの大会があるので部活動と勉強とも
に頑張りたいと思います。それから、今僕のお弁当

上半期決算報告

会計 矢島会員

上半期 会計概 要ですが、収支
合計が 100 万円以上の黒字にな

は折原さんが作ってくれます。とても美味しく作って
くれることに感謝しています。

雑誌紹介（ロータリーの友）

小柳会員

っております。これは 12 月下旬に

本日の雑誌紹介はロータリー

下半期の会費納入の案内を出し

の友縦ページ P34 をご覧ください。

た影響で年末に一斉に会費が振

「北国の正月」とタイトルがついた

り込まれた一時的な状況からです。

表紙の写真について書かれてい

実際にはスマイルから 20 万円補填して、さらに支

ますが、私は始めこの写真は、数

払いを 1 月に調整したものもあります。どうしても上

十年前の昔の写真であると思っていました。しかし、

半期に大きな事業が多いのと、上期は事務所経費

この懐かしい面影の町並みは現在の新潟県出雲

がまだ一本化できていませんでしたのでこれは仕

崎の様子です。当時は間口の大きさによって税金

方がありません。下期は会費収入に対して特に大

が掛かったので「妻（端）」を通りに面した「妻入り」

きな出費はない見込みですので、大きな繰り越しは

という建築様式の長屋が立ち並び「妻入り街道」と

期待できませんが年間を通しての収支は問題ない

呼ばれました。この「妻」の語源について建築の専

と思います。※上半期決算報告、概要は別紙参照

門家である折原会員に説明をお願いしました。

通常は家屋の横に長い面を

出席報告

折原会員

す。それに対し狭い面を「妻側」と

会員数 出席
40
20

いいます。屋根の形も端を切り落

スマイル報告

としたような形状の屋根を「切妻」

廣井会長：
廣井会長 ： 寒い日が続いています。皆様かぜなどひ

「平側」といいそこに玄関を作りま

といい他に、「寄棟」、「入母屋」と
いう形状があります。この「妻入り」というのは、表
の玄関でなく横側の入り口は女の人が出入りする
勝手口からきているかもしれません。妻は端とも言
い、このように解釈されることもあるようです。

欠席
20

免除
2

MU
8

出席率
75.00
75.00%
折原会員

かないようにご自愛ください。

折原（正）
折原 （正）会員
（正）会員：
会員 ： 今週からサムが我家に来ました。
3 ヵ月、高校生の息子ができました。

下津谷会員：
下津谷 会員： 知多半島先端にある日間賀島（ひま
かじま）でふぐ料理を食べて来ました。皆さんにお
勧めしたい穴場です。

渡辺 ( 良 ) 会員： 人質事件、日本政府は大変だガン
バレよ！

田中会員：
田中 会員： 小柳会員、雑誌紹介ありがとうございま
す。

折原会員、説明ありがとうございました。この妻
入り街道の写真の中にはよく見ると「獅子舞」の姿
が写っています。これは出雲崎の正月の伝統行事
で、神社から獅子が太鼓や笛、ほら貝の音色に合
わせて、家々を一軒一軒回り、無病息災や悪魔祓

渡辺（孝）会員：
渡辺（孝）会員： 毎日寒い日が続きます。
石井会員：
石井 会員： 毎日寒い日が続きます。体調管理には
充分気を付けてください。

加藤会員：
加藤 会員： テロがなくなることを祈りますが難しいで
すね。

戸賀崎会員：
戸賀崎会員 ： ニシコリ君の活躍を見ていて遅刻しそ

いをするそうです。
次に、P15 の「アマチュア無線で仲間を増やしま

うになりました!! ガンバレ!! ニシコリ君。

せんか」をご覧ください。これは私が所属している

武井会員：
武井会員 ： 康君、サム君、雨の中ようこそ。

国際ロータリーのアマチュア無線の親睦活動グル

渋谷 会員： インフルエンザが流 行しておりますが、

ープです。この写真に載っている第 35 回親睦会に

皆様お体ご自愛くださいませ。

は私も参加致しました。ROAR－JAPAN（日本ロー

折原(弥)会員：新井会員：矢島会員：深瀬会員

タリーハムクラブ）では、ロータリアンの電波少年、

真中会員:
真中会員 : 舟越会員
舟越 会員:
会員 :細井会員
細井 会員:
会員 : 小柳会員:
小柳会員 : 馬場会員

少女が毎朝７：３０～８：１５まで無線を通して電波
例会を行っています。現在会員は 90 人、例会は 1
万 600 回を数えました。昨今は情報交換技術の進
化に伴い、アマチュア無線とインターネットの研究、
実践が盛んに行われています。さらにそれぞれの
地域で総合防災訓練に参加し、被害情報などの収
集及び伝達を行っています。

※小柳会員写真中央

スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

２７，０００
２７，０００円
，０００円
７１８，５
７１８，５００円
１，２００，０００円

＊＊＊杉戸町映画上映会のご案内＊＊＊
＊＊＊
＊＊＊
映画チケット購入のご協力お願い致します

第２２７５回例会 ２０１５年 1 月２９日
夜間例会（大吉）
夜間例会（大吉 ） １８：００点鐘

点鐘
ロータリーソング
お客様紹介

廣井会長
手に手つないで

折原会員

廣井会長：
廣井会長 ： 濱野ガバナー、吉岡ガバナー補佐、
本日は杉戸の夜を大いに楽しんでください。

第 2770 地区ガバナー

濱野 英美様

第 6 グループガバナー補佐

吉岡

2014-15 年度交換留学生

お客様挨拶

スマイル報告

修様

サム・ゴードン君
濱野英美ガバナー

吉岡ガバナー補佐：
吉岡ガバナー補佐 ： 本日はお招きありがとうござい
ます。お世話になります。

関口 PG：
PG： 濱野ガバナー非公式訪問ありがとうござ
います。楽しく飲みましょう。

先日、関口 PG とご一緒したと

下津谷会員：
下津谷 会員： 人質が早く解放されると良いですね。

ころ夜 間 例 会 にお招 きくださると

石井会員：
石井 会員： 明日雪が降りそうです。風邪をひかない

いうことで非公式でやって参りまし

ように気を付けてください。

た。杉戸 RC は合併して数か月で

渡辺（良）会員：
渡辺（良） 会員： イスラム国の人質問題大変ですね。

すが、先月 1 月 1 日に草加南と草

政治は結果責任ですから。

加中央 RC が合併し草加中央 RC となりました。
当地区は、もはやクラブを増やそうという意力よ

渋谷会員：
渋谷 会員： 濱野ガバナー、吉岡 G 補佐、夜間例会
にようこそ。楽しい時間をありがとうございます。

りも、足腰の強いクラブを作っていくことに力を注い

加藤会員：
加藤 会員： テロが無い事を祈りますが難しいですね。

でいます。杉戸 RC はすでに足腰の強いクラブであ

小林会員
小林 会員：
会員 ： 久しぶりの参加です。

ると思いますが、これからも良いクラブになるよう励

折原（正）会員
折原（正） 会員 ： 今日はサムも連れての参加です。

んで頂きたいと思います。

お客様挨拶

宜しくお願いします。

吉岡 修ガバナー補佐

本日はお招きありがとうござい

田中会員：
田中 会員： 本日もお世話になります。
戸賀崎会員： お客様いらっしゃいませ。

ます。来週の IM は春日部イオン

折原(弥)会員：真中会員：古谷会員：井上会員

モールで開催します。ショッピング

篠原会員
篠原 会員:
会員 : 大作会員
大作 会員:
会員 :矢島会員
矢島 会員:
会員 : 武井会員
武井 会員:
会員 : 平井会員
平井 会員

もできますので、ぜひご家族で参

渡辺（孝）会員:
渡辺（孝）会員 :深瀬会員:
深瀬会員 :細井会員

加して頂きたいと思っております。

出席報告
会員数 出席
40
26

折原会員

欠席
14

免除
2

MU
6

出席率
85.00
85.00%

スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

３４，０００円
３４，０００円
７５２，
７５２，０００
０００円
１，２００，０００円

