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幹事報告


15 周年記念事業第 13 回アグリの

真中会員

夏祭り打ち上げ花火協賛金のお願
いが届いております。協賛申込金

2014-15 年度交換留学生 サム・ゴードン君

会長挨拶

廣井会長

早いもので、サムが帰国する 7 月 7
日まであと 4 週間足らずとなりました。
また、小泉君は、8 月 10 日頃ドイツへ
出発する予定ですね。1 年が経つのは
本当に早いです。先日、次年度留学
生のリサさんから、「いつごろ日本に
行ったらよいでしょうか。」とメールが届きました。サムや
小泉君を無事に出国させたあと、すぐにリサがやってくる
ので感傷の気分になる間もないですね。
皆様ご存じのとおり、今女子サッカーワールドカップ予
選が開催されています。日本は第 1 回戦スイスと戦い勝
利致しました。サッカー選手の試合後のインタビューでは
野球のヒーローインタビューと少し違い「課題が見つかり
ました。」「修正点が見つかりました。」とよく言います。サ
ッカーは動き回っているので全く同じシチュエーションが
次にありません。想定内というものは無く常に想定外を予
測しておくことが大事だということが感じられます。
想定外ということでは、人の生死も同じことです。この
10 日間で私の所に訃報が 4 件届きました。病気であった
り、不慮の事故であったりそれぞれですが、私達は生き
ている限り寿命というものがあり、それは朝起きるごとに
1 日減り死に近づいていきます。このようなことがあるとい
つも考えてしまいますが、私達も日々できることをきっちり
悔いのないように過ごさなければならないと思います。

アグリパークゆめすぎとより、平成
27 年 7 月 26 日（日）に開催される

奉仕の理想

2015-16 年度 派遣生 小泉 蒼馬君

折原副幹事

は一口 5,000 円です。


米山記念奨学部門より、平成 28 年 5 月 28 日（土）ソ
ウル国際大会会場にて、「世界米山学友フォーラム
（仮称）および米山ナイト in Seoul 」の案内が速報で
届いております。

留学生報告

サム・ゴードン君

先日、バスケットの大会が
あり、草加高校に負けてしま
いました。これで部活動は引
退になります。そして、先週
は文化祭があって、僕のクラ
スはお化け屋敷をしました。今年の文化祭のテーマは、
「世界を一つに」でしたので、各クラスがそれぞれ国を選
んで出し物をします。僕のクラスはアメリカをテーマにした
お化け屋敷でした。ロータリーでは、今週最後のオリエン
テーションがあり、パワーポイントを使った 1 人で 5 分～8
分のスピーチをします。これが終わるとあと 2 週間くらい
で帰国になるので寂しいです。まだ帰りたくないような気
がしますが、残り少ない日々を楽しみたいと思います。

派遣生報告
僕は、8 月 10 日～15 日までにドイ
ツに行く予定ですが、先日、ドイツ
のホストファミリーとカウンセラーか
ら連絡があり、僕のためにドイツ語
のレッスンを入れてくれているそう
なのでとても楽しみにしています。

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
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

小泉蒼馬君

ホストファミリーは、15 歳の男の子と 13 歳、11 歳の女の

クラブ協議会では、各委員長による年度計画書用活動方

子そして両親の 5 人家族です。今回 15 歳の男の子は、

針を PP で映し出し、委員長の意向を皆で確認致しました。

川崎のロータリークラブに派遣されます。ホストファミリー

また、各部門セミナー報告と地区からの要望などを補足

の人とはスカイプで頻繁に連絡をとって日常の生活など

し次年度に向けて情報を共有致しました。

を話しています。まだ僕は英語がそれほど話せないので
通訳をいれて会話をしています。ドイツの学校は 9 月 15
日から始まり、システムはアメリカのように選択式で好き
な授業を選ぶのではなく、日本と同じようにカリキュラム
が決められています。8 月からの 1 年で成長して帰ってき
ますのでどうぞ期待してください。

カウンセラー報告

栗原会員

サムが 4 月 20 日に我が家に来
てもうすぐ 2 か月になります。我が
家は新築をしましたが、部屋がな
いので私達が以前住んでいた会社

出席報告

の 2 階をリフォームしてサムが住ん

折原会員

でいます。ほぼ一人暮らしのような
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昼は外食、夜は時間があるときに我が家で夕食をとりま

スマイル報告

す。サムも文化祭や部活動で友達と食べてくることが多

廣井会長：
廣井会長： 本年度、さいしんでの最終例会です。

折原会員

いので今はそのような感じで生活をしています。最近では、

サムも残すところ 1 か月を切りました。月日の経つのが本

矢島さんの奥様が時々サムに連絡をくださり夕食に招待

当に早い。

していただいたり、泊めて頂いたりと気を使って頂いてと
ても感謝しています。

矢島会員： 19995 年 6 月 6 日杉戸中央 RC 創立 2015 年 6
月末日をもって私の中から杉戸中央集結です。

小泉君は来月ドイツに行きますが、向こうに行ったら
「自分はお客さんではない」と言うことを忘れないでいて
欲しいと思います。ホストファミリーになるということは、
様々な心配と責任があってとても大変なことです。あちら

栗原会員： 先日ゴルフが 1 年ぶりに出きたので、最終ゴル
フ行きます。
加藤会員： サンパウロの国際大会の話を聞くのが楽しみで
す。関口さん、田中さんの無事の帰国を祈ります。

の日常生活に入り込むことですから感謝の気持ちを持っ

長岡会員： 暑くなりました。

て接してください。

深瀬会員： 暑い日が続きますね。

クラブ協議会

渋谷エレクト

本日はクラブ協議会ということで、
先月の協議会の続きとしまして、各委

下津谷会員： 孫の 2 歳の誕生日のケーキを渋谷さんのお
店に注文しました。とてもおいしかったです。
石井会員： 6 月 8 日関東地方が梅雨入りしました。毎日うっ

員会の活動計画を発表して頂きます。

とおしい日が続きますが、体調管理には充分注意して下

その前に先日の理事会報告の訂正を

さい。

致します。7 月の第 1 週目に近津神社

細井会員：渋谷会員：真中会員：折原（正）会員：
細井会員：渋谷会員：真中会員：折原（正）会員：

参拝をして、その日の夜に大吉で夜

折原（弥）会員

間例会という報告をしましたが、7 月 2 日は商工会の理事
会がアグリパークであり、当クラブでは理事が多数おりま
すので、今回は夜間例会を見送らせて頂きます。近津神
社参拝のみとなりますのでご了承ください。

スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

１８，０００円
１８，０００円
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１，１８２，０
００円
１，２００，０００円

