Rotary Club

of

SUGITO

杉戸ロータリークラブ週報
2014～
2014～2015 年度 RI のテーマ
Light Up Rotary
会長 廣井慎一

幹事 古谷 豊

http://www.sugito.club

第２２９０回例会
第２２９０回例会 ２０１５年５月１４日
２０１５年５月１４日
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
我等の生業
渋谷エレクト

さいたま大空 RC 会長 倉金 由幸様
2014-15 年度派遣生保護者
2015-16 年度派遣生保護者

高倉 賢子様
小泉 真一郎様

2014-15 年度交換留学生 サム・ゴードン君
2015-16 年度派遣生 小泉 蒼馬君

会長挨拶

廣井会長

今日は、青少年交換関連のお客
様が大勢いらっしゃっていますが、
早いもので、もう 1 年が経とうとして
います。私が 7 月に会長になってか
ら、高倉さんが渡米するのに栗原会
員と成田まで見送りに車を飛ばした
のがついこの間のようです。8 月末にはサムが来日し、9
月には小泉君の留学が決まりましたが、もうすぐサムが
アメリカに帰ってしまい、そして小泉君がドイツに行ってし
まうのですね。
そして、本日はさいたま大空 RC から、倉金会長が来て
くださいました。さいたま大空 RC は、一昨年できた新しい
クラブです。米山や財団の OB・OG の集まりです。倉金君
は、私が三國年度の地区の副幹事で出向しているときに、
財団の VTT でインドに派遣された派遣生でした。職業研
修チーム VTT（職業研修チーム）とは、専門職業人のグ
ループが海外に赴き、スキルや知識を学び、現地の 専
門職業人にスキルや知識を提供するものです。彼は英語
での面談のときにも殆ど英語を話さずジェスチャーだけで
とおし、この人は派遣先で本当に大丈夫なのかと心配し
ましたが、現地では一番友好的で活躍したようです。

日本では、海外に行くとなるとどうしても英語力を気に
してしましますが、一番大事なのは、実践ですね。現地に
飛び込んで行って溶け込むことです。その後、この行動
力、実践力が買われて様々なクラブに引っ張られたと思
いますが、今やさいたま大空 RC の会長です。
先月ですね、週刊パワーゴルフに読者モデル!?として
戸賀崎会員と撮影をしてきたと報告しましたが、いよいよ
来週の火曜日発売の誌面に載ることになりました。週刊
誌なのでコンビニでは 2～3 冊しか置いてないと思います。
是非とも書店で予約をして売り上げに協力してください。
売り上げ次第では、もしかするとまた声がかかるかもしれ
ませんので・・・（笑）。
今週、3 クラブ合同の留学生フェアウエルパーティーの
ご案内をしましたが、来月クラブ内でも送別会を開きたい
と思います。サム君は、7 月 7 日に帰国する予定ですので
日本にいられるのもあと 2 か月弱です。是非良い思い出
を作ってアメリカに帰ってほしいと思いますので、皆様の
ご協力よろしくお願い致します。

幹事報告

折原副幹事

国際奉仕委員会より、JICA から派
遣され青年海外協力隊としてネパー
ルで活動をされていた財団学友の
小口聡美さん（さいたま大空 RC）が
今回の地震により一時帰国されてい
ます。ネパール地震被害に関する卓話者の紹介とし
て案内が届いております。

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
事務所： 杉戸町杉戸 2-15-21 埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
TEL&FAX 0480－31－0031

第 2750 地区国際大会推進委員会より、6 月 6 日国

の卒業式を迎えます。来週の水曜日から 1 週間シカゴに

際大会ガバナーナイト IN サンパウロ（インターコンチ

遊びに行きサムの家にホームステイをするそうです。

ネンタル・サンパウロ ホテル）の案内が届いており

6 月 13 日から 27 日までアメリカの東部ナイヤガラ方面

ます。

に他国からの留学生たちと研修旅行の予定でいるそうで

当地区国際大会推進委員会より、平成 27 年 6 月 25

す。その後 7 月 10 日～12 日までセントラルのカンファレ

日（木）浦和ロイヤルパインズにて開催される「北清

ンスがあり 7 月 16 日に日本に帰国する予定です。

治国際ロータリー理事・濱野英美ガバナーごくろうさ

サムと同じようにあと 2 か月の留学生活ですが、しっか

ま、井原實ガバナーエレクト激励会」の案内が届い

り締め括って来てほしいと思っています。小泉君はこれか

ております。

らドイツ留学ですね。しっかり準備をして楽しい留学生活

2015-16 年度部門セミナー登録料一括振込の案内

になるようにしてください。応援しています。

が届いております。

20152015-16 年度派遣生保護者挨拶
年度派遣生保護者挨拶 小泉 真一郎様
真一郎様

ボーイスカウトさいたま第 204 団・ガールスカウト埼

小泉蒼馬の父です。この度は皆様の

玉県 3 団より、平成 27 年 5 月 31 日（日）金光教浦和

ご支援のもとドイツへの留学が決まり

教会ホールにて開かれる国際交流会開催のお願い

大変感謝致しております。今からこの

と概要について案内が届いております。詳細は事務

留学を親子共々楽しみにしております。

局まで。

留学生報告

息子が留学したいと思うようになった
サム・ゴードン君

きっかけは、中学 3 年生のとき、学校教

例会でスピーチをするのは久しぶりで

育の一環でカナダにホームステイをしたことです。日本と

す。先月は、僕の両親が日本に来て皆

違う文化を肌で感じ海外に対する強い憧れを持ったよう

様に大変お世話になりました。折原さん

です。その時から、英語だけは自分で勉強するようになり

には、東京観光に連れて行って頂き、下

ました。親としては他のもやってほしいのですが・・・（笑）。

津谷さんには、京都と大阪観光の手配

また幸運なことに、留学生のサム君が、同じ学校のバス

もして頂きありがとうございました。

ケット部ということでいつも身近におり英語もすごく勉強に

4 月の終りにバスケットの試合がありましたが、2 回戦
で敗退してしまいました。次のではもっといい試合になる
よう頑張りたいです。

なっているそうです。同世代であるサム君の考え方や行
動に様々な刺激を受けているようです。
親としては、自立した大人になってほしいと思っていま

6 月第一土曜日と日曜日に春日部共栄の文化祭があ

すが、同じ屋根の下で生活しているとなかなかお互いに

ります。僕のクラスは「お化け屋敷」をやります。各クラス

親離れ、子離れできません。私は言葉の通じない厳しい

で国のテーマがあり、僕らのクラスはアメリカになりました。

環境の中で、蒼馬が自分で考え行動し、一人で生きてい

時間がありましたら是非文化祭に来てください。日本にい

けるような力を身につけてきてほしいと願っております。

るのもあと 2 か月を切ってしまいました。残りすくないです

20152015-16 年度派遣生挨拶

が良い思い出を作りたいと思います。

Goten tag .Ich bin Soma und komme

20142014-15 年度派遣生保護者挨拶
年度派遣生保護者挨拶

高倉 賢子様

小泉 蒼馬君

aus Japan.Meine Gostclub ist Sugito

皆様のおかげで、ただ今イリノイ州に

Rotary Club.I
Club.Ich habe zwei ziele in

留学させて頂いております高倉早紀の

Deutchland.Erste,
Deutchland.Erste, Mein ziel ist es in

母でございます。早紀は今、現地のソフ

der lage, flieBend Deutch zusprechen.

トボールクラブで活動をしておりライトを

Ich mag Basketball zu spilen, so ich will gut sein, an

守っています。一昨日に試合があり、フ

dewtschen

ァーボールで出塁しましたが 3 塁で 15 対 5 のコールドゲ

Frendschaften mit Menschen ouf der ganzen Welt in

ームになりホームを踏めず残念がっておりました。

Deuchland zu machen
machen.
achen.Ich freue mich schon Aufent

4 月 28 日にプロム（プロムナード）というフォーマルな卒
業記念パーティがあり、5 月 17 日にガレナハイスクール

durch

Basketball.

Zwite,

halt in Deutchland.
Danke.

※ドイツ語
ドイツ語で自己紹介をしてくれました
自己紹介をしてくれました。
をしてくれました。

Ich

こんにちは。私は、小泉蒼馬です。日本から来ました。

私は事業も始めたばかり、人間的にもまだまだであると

私の（スポンサー）クラブは杉戸ロータリークラブです。

自覚していますが、私が出会った立派なロータリアンの

私はドイツで 2 つ目標があります。1 つ目は、ドイツ語を不

方々に近づくには、まずその環境に飛び込むことも必要

自由なく使いこなすことです。また、私はバスケットボール

だと考え、インドの時と同じように、怖いもの知らずで今

が好きで、バスケットボールを通じてコミュニケーションを

「さいたま大空ロータリークラブ」の会長を務めています。

とり言語を上達させたいと思っています。2 つ目は、ドイツ
で世界中の友達を作ることです。私は人と仲良くなり、話
すことが大好きなのでそれを活かして積極的にたくさん友
達を作っていきたいと思っています。ドイツでの生活が楽
しみです。ありがとうございました。

卓話

さいたま大空 RC 会長 倉金 由幸様

本日は例会の貴重なお時間を頂きあ

当クラブは、R 財団学友と米山奨学学友で構成されて

りがとうございました。先ほど廣井会長

います。現在 19 名で中国・台湾・韓国・ベトナム・ミャンマ

よりご紹介頂きましたが、2011-2012 年

ー・モンゴル・ネパール・日本の 8 か国の地域と出身です。

度の VTT（職業研修チーム）で、私はイ

男性 9 名・女性 10 名で（財団学友 4 名、米山学友 15 名）、

ンドに派遣されました。私は建築現場で

平均年齢 35 歳です。もともとロータリークラブとの係わり

働く職人のような仕事をしておりますので、それまでロー

が強いので、奉仕活動に対する気持ちは強いのですが、

タリークラブというものを全く知りませんでしたし、人生の

会員の殆どが会社員・公務員なので、時間の都合が付け

中でまさか自分が職業を通じて海外に行くようなことが起

難く例会や地区行事への参加が難しいことが悩みです。

こるとは想像もしていませんでしたね。

当クラブの活動をいくつかご紹介致します。戸田翔陽

私の人生の転機が訪れたのは、春日部に転居してき

高校で多文化交流会というものがあり、そこでいろんな国

たときです。春日部西 RC の岩上会長が私の義理の兄と

の民族衣装を着てもらい、各国の言葉や食文化について

いう関係で、ロータリーの VTT インド派遣の話を頂きまし

発表したりする活動をしています。戸田翔陽高校は、学

た。その時なぜか VTT に非常に興味をもちまして、私は

校の授業で、中国語・韓国語を教えていますが、うちのメ

英語が全くできないにもかかわらず、勢いで試験を受け

ンバーが、韓国語を教えに行っているので、お付き合いさ

ていました。今思うと恐ろしいですが、それがよかったん

せて頂いています。

ですね（笑）。

そして他には、ボーイ

私は現地で今まで考え

スカウトの子どもたちに、

も及ばないような経験や

色んな国を紹介する活動

体験をさせて頂きました。

をしており今年度はミャン

インドでは、多くの立派な

マーとネパールの紹介を

ロータリアンの方に出会

2 回させて頂きました。

い、自分も将来はこのよう
な活動を支える人間になりたいと思いました。
帰国後は、財団の学友と言う立場になりましたが、私

当クラブのメンバーの多くが東アジア・東南アジア出身
ですが、この地域は旧正月を祝います。せっかくなので
「旧正月を祝いましょう」と言う会を昨年度から始めました。

は事業を始めたばかりで、自分がロータリークラブに入会

各国の正月料理を皆で作って食べるという企画です。今

できるなど考えてもいませんでした。しかし渡辺ガバナー

は第 3 クループに声を

年度にさいたま大空 RC を設立するということで、私が尊

かけておりますが、今

敬する先輩方に「今後は与えられたことをするのではなく、

後は地域の方を招待し

自らが活動をおこそうではないか。」と嬉しい言葉をかけ

もっと大きな事業として

て頂きロータリークラブに入会を決心致しました。

発展させていきたいと
思っております。

本日は、当クラブのロータリーデーとして開催しますチ

親睦委員会

折原（弥）会員
折原（弥）会員

ャリティーコンサートチケット購入の御礼と、ご案内で来ま

6 月に予定をいている親睦旅行の

したので宣伝させてください。6 月 1 日彩の国さいたま芸

件ですが、先ほど東武観光の方がお

術劇場で開催されるこのコンサートは、R 財団奨学生で

見えになって資料を頂きましたが、宿

ある平澤 仁（ヴァイオリン）齋藤晴美（ピアノ）そして、有

泊先は鬼怒川パークホテル（木心

名なオーボエ奏者である渡辺克也氏とピアノ伴奏の古澤

亭）です。なかなか豪華なホテルです

幹子さんに出演して頂きます。一般の方々にロータリーク

が、それなりの料金がかかります。

ラブのポリオ撲滅や奨学生制度、世界に向けて活躍した

宴会費込みで 2 万 6 千円くらいでしょうか。後ほど皆さの

いと思う若い人たちにこういう機会があるのだというメッセ

ご意見を伺いたいと思います。

ージを伝えたいと思っています。さいたま大空 RC ができ
て、1 年半ほど経ちますが、まだまだ当クラブのことを知ら
ない方がたくさんいます。ロータリークラブの奨学金取っ
た学友が、またこうしてロータリアンになって新しいクラブ
ができたことを是非知って頂きたいです。
この度は 10 枚のチケットを買って頂きありがとうござい
ました。忙しい時期だとは思いますが、是非コンサートに
足を運んで頂きたいと思います。

青少年奉仕委員会報告
青少年奉仕委員会報告

折原（正）会員
折原（正）会員

先日 FAX でご案内致しましたが、

出席報告

折原会員

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

39

17

22

1

13

76.92%
76.92%

スマイル報告

折原会員

平成 27 年 6 月 12 日（金）パルフェに

廣井会長： 倉金会長、卓話ありがとうございました。高倉

て春日部 RC・春日部西 RC・杉戸 RC

様、小泉様ようこそ。小泉君の出発、サムの帰国、もう少

で「3 クラブ合同留学生を送る会」を開

しですね。準備、やり残しないように。

催することとなりました。会員の皆様

倉金由之様
倉金由之様： 杉戸ロータリークラブの皆様、本日はよろしく

にもご参加頂ければと思います。

お願い致します。

また、これとは別にサム君のクラブ内での送別会を企
画中でおります。サム君の帰国する 7 月 7 日まであと 2

折原（正）
折原（正）会員
（正）会員：
会員：今日は真夏日だそうです。本当の真夏は何
日になるのでしょうか？ お客様ようこそ。

か月を切ってしまいましたが、もしもサム君との思いでの

石井会員：
石井会員： 新緑の季節から初夏に入りました。夏日が続き

写真等をお持ちの方は、私まで送って頂きたいと思いま

ます。熱中症にかからないよう、水分を十分に補給してく

すよろしくお願い致します。

ださい。

米山奨学会入学式報告

渋谷会員
渋谷会員

平成 27 年 5 月 9 日（土）2015 学年
度 ロータリー米山記念奨学生入学

渋谷会員：
会員： お客様ようこそお越しくださいました。
関口会員：
関口会員 ： 昨日商工会理事会 無事終了。後は総会を待
つだけです。少しホットしています。

式が行われました。継続生 6 名、新

武井会員：
武井会員： 青少年交換の学生の皆様ようこそ。

奨学生が 20 名、合計 26 名です。

深瀬会員
深瀬会員：
会員： 倉金様、卓話ありがとうございます。

それぞれの学生がカウンセラーと

矢島会員：栗原会員：
矢島会員：栗原会員： 新井会員：渡辺（孝）会員：

共に 1 年間の抱負など 3 分間のスピ

井上会員
井上会員：折原（弥）会員：石塚会員：落合（優
会員：折原（弥）会員：石塚会員：落合（優）会員
：折原（弥）会員：石塚会員：落合（優）会員

ーチを行いました。当クラブの康 鎮凡君も継続生として、

馬場会員：
馬場会員： お客様ようこそ。

関口カウンセラーと出席致しま
した。康君は、昨年は大変緊張
していたようですが、今年は落
ち着いて立派に見えました。

スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

２３，0
２３，0００円
１，０８１，０
，０００円
１，０８１
，０
００円
１，２００，０００円

