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理事会報告

第２３０６回例会
第２３０６回例会 ２０１５年９月３日
２０１５年９月３日
点鐘
君が代・ロータリーソング
君が代・
ロータリーソング
四つのテストの唱和
9 月誕生祝

渋 谷会長

10 月例会予定
1 日 誕生祝い・雑誌紹介・理事会

奉仕の理想

8 日 米山外部卓話

小柳会員

15 日 認知症サポーター養成講座

落合（喜）親睦委員長

22 日 10/21 親睦旅行に振り替え

深瀬会員（7 日） 茂田会員（8 日） 長岡会員（10 日）

会長挨拶

29 日 夜間例会 高橋屋 18：30 点鐘

渋谷会長


本日は、交換留学生の小泉蒼馬君

今年度あいさつ運動について
第三小： 中野・小川・茂田・折原(弥)・折原(正)・田中

のご両親、そして昨年の留学生、高倉

泉

早紀さんとお母様、当クラブの例会に

小： 渋谷・深瀬・廣井・栗原・真中 （9/3 現在）

※確認済み 人数の増加により分担の変更あり

お越しくださいましてありがとうござい
からの留学生、リサ・ドゥイさんようこそ。来日してまだ 2

認知症サポーター養成講座について
10/15 例会 30 分延長
（12:30～14:00）

週間ですが、日本には慣れたでしょうか。先週お話しまし

下津谷委員長（社会奉

たが日本語は難しいので勉強はたいへんだと思います。

仕）→地区に申請、

後ほど自己紹介がありますのでよろしくお願いします。

第 6 グループ内に開催

また今日は高倉さんの帰国報告、ご両親からの蒼馬君

通知をする



ます。そして、8 月 24 日来日したドイツ

の現状報告が聞けるのを楽しみにしています。本日はど



うぞよろしくお願い致します。

幹事報告

渋谷会長

2016 年 ソウル国際大会について（韓国）
日程 2016 年 5/28（土）～6/1(水)

廣井直前会長

渋谷年度最終親睦旅行として振り替えにする

杉戸町観光協会、古利根川流灯ま

①2 泊 3 日（ソウル）②4 泊 5 日（ソウル、釜山、慶州）

つり実行委員会より、第 22 回流灯

プランを選択できるようにする

まつり協賛の御礼状が届いており

東武観光に依頼、11 月末までに取りまとめる

ます。



青少年交換部門より、平成 27 年 10
月 4 日（日）パイオランドホテルにて開催される「帰国

10/21 親睦旅行について
＊別紙参照 ⇒承認



その他

学生報告会」の案内が届いております。

・米山外部卓話 10/8→米山増進委員長に依頼済み

9 月 10 日にあいさつ運動が行われます。ご協力よろ

・11/3 産業祭バザー出店→商工会申込済み

しくお願いいたします。また、10 日 18:00～2 クラブ合

・音楽祭実行委員会 9/17 開催（例会場 15:00～）

同ウエルカムパーティが開かれます。只今 7 名の登

杉の子団長、各学校顧問、会長・幹事・実行委員長

録ですが都合の付く方は、まだ間に合いますので出

各学校に案内状発送済み

席よろしくお願い致します。
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

米山奨学生報告
米山奨学生報告

康 鎮凡君

直した方がいいと思い浅

私は、8 月下旬はずっと会社

草に行きました。しばらく

説明会と面接で忙しくいておりま

私 の 家 で預か っ ていた

した。何社か面接をしたのです

のですが、休みの日にど

が、まだ内定は頂いていません。

こかに連れて行こうと思

これからまだ頑張らなければな

いどこに行きたいか訪ね

りません。他の人が内定をもらっている中でなぜ内定が

ました。普段の格好がとてもおしゃれなので、きっと渋谷

一つも貰えないのか自分でもかなりへこんでいます。今

の原宿や表参道、渋谷１０９だろうと想像していたのです

までに 6 社の面接を受けました。だいたい面接官が 4 名

が、なんと「明治神宮に行きたい」と言うのです。驚きまし

ずついるので 6x4 で 24 名の方と面接しましたが、だれも

たね、私服のジーンズはすべて穴があいており（もちろん

自分を認めてくれる人がいないのかと思うと悲しいです。

ファッションですよ）ほんと今どきの女の子なのに、日本

けれども、ここで諦める訳にはいかないので、気持ちを強

文化の京都や奈良の神社仏閣に興味があるようでとても

く持って就職活動を頑張りたいと思います。

感心致しました。これも留学前にしっかり勉強して準備を

お客様挨拶

してきたということですね。リサは見かけの華やかさと違

小泉真一郎様

今年度、ドイツに留学をさせ

い真面目で保守的な部

て頂いております、小泉蒼馬の

分もあります。日本の文

父と母です。おかげさまで蒼馬

化にとても興味を持って

は、今ドイツで元気にやっており

いますので、どうか皆さ

ます。8 月 13 日に出発し、あちら

んたくさん声をかけて頂

に着いたという連絡と、何枚か写真も送られてきました。

き 1 年間のサポートをよ

ホストファミリーにとてもよくして頂いており、毎日どこかに

ろしくお願い致します。

連れて行ってもらっているそうです。これから学校が始ま
りますが学校生活も頑張ってくれるといいと思っています。

お客様挨拶
この度は娘の早紀が大変お世話に

本日はリサさんが来ています。私どもの所に来たときは、

なり、無事にアメリカ留学を果たすこと

蒼馬があちらで良くして頂いているように、日本での生活

ができました。本日は帰国報告というこ

を楽しく送れるようサポートしたいと思います。

とで私も楽しみにしております。一昨日

留学生挨拶

からリサが我が家に来ていますが、こ

リサ・ドゥイさん
リサ・ドゥイさん

こんにちは、私の名前は

高倉恭子様

れからもっと話して仲良くなり、日本での生活を楽しめる

リサ・ドゥイ、ドイツから来ま

ようしてあげたいと思います。

した。16 歳です。私は皆さ

留学生帰国報告

高倉早紀さん

んに優しく受け入れて頂い

2014-15 年度交換留学生として私をサポートしてくださ

たことにとても感謝していま

ったロータリークラブの皆さま本当にありがとうございまし

す。これからこの遠く離れた日本のすばらしい文化や

た。今日は私のアメリカでの 1 年間を PP でご報告させて

人々に触れられることができると思うとドキドキが収まり

頂きます。

ません。1 年間宜しくお願い致します。

カウンセラー報告

廣井会員

8 月 24 日朝 8 時頃リサは、成田空港に着きました。ド
イツ時間では夜中の 12 時でしたが、ここで寝てしまうと時
差ボケが直らないので、そのまま浅草の浅草寺に行きま
した。本当は 12 時間のフライトだったのでゆっくり休ませ
てあげたかったのですが、26 日には地区の１泊２日オリ
エンテーション合宿があります。それまでには日本時間に

私は 7 月 16 日無事にアメリカから帰国致ました。皆

ソフトボール部
ソフトボール部

出席報告

落合会員
落合会員

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

38

19

19

0

12

81.57%
81.57%

スマイル報告

落合会員
落合会員

加藤会員
加藤会員：
会員： 車のクーラー止めたら燃費がよくなりました。
ガソリンも値下がりでダブル効果です。

戸賀崎会員
戸賀崎会員：
会員： LISA 日本へようこそ。1 年間よろしくネ!!
落合喜彦会員
落合喜彦 会員：
会員 ： 先程ご説明致しました秋の日帰り旅行を

渋谷会長：
渋谷会長： 皆様ようこそ。杉戸クラブへ。

楽しく開催致しますので、大勢の会員さんにご出席頂くよ

廣井会員：
廣井会員： リサ、高倉様、小泉様ようこそ。1 年間宜しくお

うお待ち申し上げております。

願い致します。

関口会員
関口会員：
会員： 青少年交換学生リサさん、ようこそ。高倉さん 1
年間留学如何でしたか？

新井会員：
新井会員： お客様ようこそ。交換派遣生の皆さんようこそ。
下津谷会員
下津谷会員：
会員： 派遣生並びにご家族の皆さん、留学生リサ・
ドゥイさんようこそ。

武井会員
武井会員：
会員： 杉戸町から高齢者祝いもらいました。うれしい
ような淋しいような気がします。

矢島会員：篠原会員：田中会員：篠原会員：渡辺孝会員：
矢島会員：篠原会員：田中会員：篠原会員：渡辺孝会員：
真中会員：小柳会員：大作会員：栗原会員
真中会員：小柳会員：大作会員：栗原会員：折原弥会員：
会員：折原弥会員：
渡辺嘉一会員：

本日のスマイル
スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

２６，０
２６，０００円
，０００円
２１０，０００
，０００円
２１０
，０００
円
１，２００，０００円

