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第２３５２回例会
第２３５２回例会 ２０１６年７月２１日
２０１６年７月２１日
点鐘
ロータリーソング
四つのテストの唱和

石 井会長
それでこそロータリー
折原会員

お客様紹介
幸手中央 RC 会長 昆 裕司様
ホストファミリー 高倉 賢子様
高倉 早紀様
交換留学生 リサ・ドゥイさん
派遣生 小泉 蒼馬君

会長挨拶

石井会長

私が会長になって多忙になり 2 日
には、広報・会員増強部門セミナー、
10 日には財団学友のシンポジウム、
16 日には財団セミナー、17 日は米山
部門セミナーの出席を致しました。ま
た、16 日 17 日は、直前会長の渋谷
会員が実行委員長を務める杉戸町の夏祭りがありました
ので、セミナーのあと夏祭りにも参加させて頂きました。
国際ロータリーでは、学友に対する方針が変わってき
ました。これまでは、学友というと財団学友を指していまし
たが、近年ではロータリープログラムに参加したことのあ
る人をすべて「学友」と呼ぶようになり、「プログラム学友」
という言葉が使用されるようになりました。昨年度からは、
地区の組織でも「学友委員会」を設けて全ての学友に関
する事項に携わるよう要請があったようです。シンポジウ
ムでは、諮問委員の岩渕 PG が、国連難民高等弁務官の
緒方貞子氏、宇宙飛行士の山崎直子氏も財団の学友だ
ったと紹介を致しました。学友はロータリーの宝物であり、
いずれはロータリアンになってもらいたいとの願いからこ
の委員会が設置されたようです。

1972 年から第 2770 地区では 400 名くらいの学友がお
ります。しかしプログラムが終了し、帰国後は、巣社会人
として忙しい日々が始まることもあり、ロータリークラブと
の接点が希薄になってしまう例が多いそうです。そこで各
クラブでも学友委員会を設置し名簿を作成して学友と密
に連絡を取り合ってほしいと言っておりました。
このシンポジウムで信州大学理学部生物科学科の浅
見崇比呂（あさみたかひろ）准教授の講演がありました。
とても興味深い話で、カタツムリが、右巻カタツムリだけを
食べるように進化したヘビに対抗し、食われる側が左巻
になり、適応的な種分化を遂げていることを発見したそう
です。はじめにカタツムリを捕食するヘビが生まれ、その
後右巻きに対応するようにアゴが進化していった。結果、
右巻きカタツムリの数が減少し、突然変異で生まれた左
巻きカタツムリが占める割合が高まり、右巻きの種から左
巻きの種への進化が起こったという話です。
ロータリー財団は、本年度 100 周年を迎える記念すべ
き年であります。この財団は、1917 年アーチ C.クランフ RI
会長の 26 ドル 50 セントから始まりました。この基金が
1928 年に「ロータリー財団」と名付けられて国際ロータリ
ーの新しい組織となり現在に至っています。そしてこの財
団 100 周年を記念して目前であるポリオの撲滅を実現し
さらにロータリーの認知度を上げ、人々のために役立ち
たいと考えている企業・NPO 法人などに積極的に働きか
け、ロータリークラブの仲間として協力関係を構築してい
きましょうと浅水ガバナーも言っておられました。
この他、グローバル補助金・地区補助金についての説
明と昨年度グローバル補助金の事業の報告があり、第 6
グループでは春日部南ロータリークラブの事業紹介で「タ
イの山岳小民族学生寄宿舎のシャワーとトイレ修繕」の
プレゼンがありました。また、地区内の VTT の事業報告
もございました。

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

お客様挨拶

幸手中央ＲＣ 会長 昆 裕司様

私は幸手中央 RC 会長の昆でござ
います。いつも 3 クラブ合同例会では
皆様にお世話になっております。私
は岩手県盛岡市出身 59 歳です。幸
米山部門セミナーでは、部門委員長として栗原会員、奨
学生のパク・アヒヨンさんも参加をしておりました。米山記
念奨学事業は RI に認められた日本独自事業です。発足
以累計 1 万 9 千 197 名の奨学生の世話をしてきました。
当地区は、個人平均寄付額が 34 地区中 2 位という実績
があり 2016-17 年度は当地区 34 名の奨学生がおります。
セミナーのセッションでは、私は 12 名の中のグループリー
ダーとなり、米山奨学生の拡大と寄付額の増進の方策に

本日は菅野幹事もご挨拶に来る予
定でしたが急用で来られなくなり残念です。
先ほど熱中症のお話しがございましたが、当クラブの
柴田会員が、ジョギング中に熱中症になり先日危うく命を
落としそうになったと卓話で言っておりました。土手沿い
を走っていて気分が悪くなり、しばらく歩いていたら気を
失ってやぶの中に転げ落ちたそうです。気が付いた時は
全身傷だらけで、しばらく川に足をつけて回復を待ってい

ついて話し合いました。
最後になりましたが、梅雨明け間近になり熱中症による
救急搬送が増えております。熱中症の初期症状として立
ちくらみ、息苦しい、のどが渇くなどがあるそうです。水分
を取らないと体温の調節ができなくなり、体内に熱がこも
りめまいや頭痛がおきます。家の中でも危険な場所があ
りキッチンやトイレが危ないと言われています。皆様起き

たら、血だらけの様子に通りがかった人が「救急車を呼び
ましょうか」と言われ、自分が医者だとは言えず（実は内
科医）丁重にお断りし自力で診療所まで戻ったそうです。
その後傷口を数か所自分で縫ったそうです。すごいです
ね、私も歯科医なので傷口を縫うことがあるのですが、片
手で縫うのは並大抵の事ではありません。よほど病院が
嫌だったのでしょうね（笑）。熱中症の怖い所は、高齢に

お付けください。

幹事報告


手で歯科医院を開業しております。

渡辺幹事
渡辺幹事

国際奉仕部門より、2016 年 9 月
4 日（日）3 泊 4 日「16‐17 年度
RI.D3800 地区 フィリピン国際
奉仕 PJ 視察ツアー」の案内が
届いております。興味のある方
は資料がありますので、事務局
までお問い合わせください。

なると自覚症状がないことです。高齢になると汗もかきに
くくなり体に熱がこもりま
す。のどの渇きも感じに
くいそうなので、まめに
水分補給をしなければな
らないそうです。しかし水
分ばかりとってしまうと、
塩分が足りなくなり熱痙
攣を起こします。ポカリス

9月4日

日曜日

日本航空741 成 田：09：30
マニラ：13：10
便

9月5日

月曜日

現地ロータリアンの車にて国際奉仕プロジェクト検証

9月6日

火曜日

RI.D2770地区主催の孤児院視察を計画中
RI.D2770地区参加者のみの視察報告会&サヨナラパーテイ予定

9月7日

水曜日

日本航空742 マニラ：14:25
成 田：19:55
便

・朝食：3回付



専用車⇒ホテル ウエルカムパーテイ

専用車⇒空港

往復送迎：日本語ガイド付き

次ロータリー囲碁同好会日本支部より、平成 28 年
10 月 15 日（土）9:30 より日本棋院会館本院にて開催
される「第 15 回ロータリー全国囲碁大会」の案内が
届いております。ホスト東京 RC、登録料 7000 円

エットなどのスポーツ飲
料がいいでしょう。
5 月に当クラブは、日
本保健医療大学をローターアクトとして設立しました。設
立することよりも継続することが大事ですね。これからも
彼らをリードし活発な活動をしていきたいと思っておりま
す。また、今年度青少年交換プログラムでオーストリアか
らウースラさんという留学生が来ます。こちらからもオー
ストリアに生徒を 1 名派遣いたします。1 年間 5 つのホス
トファミリーで支えていく予定になっております。もしかす
るとまたお世話になることがあるかもしれませんがその際
はどうぞよろしくお願い致します。

交換留学生報告

リサ・ドュイさん

交換留学生報告

小泉蒼馬君

ドイツの人口は 8200 万人でヨーロッ

私は昨日ドイツから帰国しました。

パでは一番人口密度が高いです。北

ドイツでまず一番驚いたのは、日曜

はデンマーク、東はポーランドとチェ

日はどこも店が開いていないという

コ、南はオーストリアとスイス、南西

事です。日本では休日にショッピン

はフランスとルクセンブルク、そして

グや街に出かけるのが普通ですが、

北西はベルギーとオランダと各々国

日曜日は家族の時間で、家でくつろ

境を接しており EU に加盟しているのでユーロを使用しま

ぎます。今帰国して違和感があるの

す。ドイツの風景は多様です。北に 2 つの海、北海とバル

が、車の左側通行です。ご存じの通りドイツでは右側通

ト海があり、南にはアルプスがあり、ライン川、ドナウ川、

行なのでまだ慣れません。

湖もあり観光はどこでも楽しめます。ドイツには有名な城

帰国する時にトラブルがありました。空港でパスポート

も多いです。ノイシ

を無くし飛行機に乗り遅れてしまいました。空港のベンチ

ュバンシュタイン城

で途方に暮れていましたが、空港のスタッフが大変良くし

は、ディズニーのシ

てくれて、オーストリアのウイーン経由で直ぐに手配をし

ンデ レラ 城や 眠れ

てくれ 5 時間遅れで帰ってくることができました。

る森の美女のモデ

1 年間英語とドイツ語で過ごしたので、今、日本語がま

ルになった城とも言

だうまく話せていませんね（笑）。8 月に PP を使って留学

われています。

生活を改めて報告いたします。

ドイツの街並みは古い建物が多く歴史的な景観を守っ
ています。ドイツ人のほとんどがキリスト教なので、街に
は教会がたくさんあります。

帰国留学生報告
私が交換留学生として日本を発っ
てから 2 年、帰国して 1 年が経ちまし

ドイツ人はビールが大好きです。新しいビールの醸造

た。今こうして日本で暮らしていると、

シーズンの幕開けを祝うオクトーバーフェスト（お祭り）は、

1 年間留学していたことが、本当の事

世界最大規模で開かれます。

だったのか夢だったのかと思うことが

しかし、一番のイベントはクリスマスです。クリスマスは

高倉早紀様

時々あります。昨日ポーランドから友

イエスキリストの誕生日ですから、一年で一番美しい時間

達が来ました。アメリカの同じ地区で知り合った留学生で

です。私達は何週間も前から準備をして、クリスマスは家

3 週間私の家にホームステイすることになっています。こ

族と祝い新年は友達と祝います。

んなことはロータリークラブで留学をしなければ、ありえな

私はドイツの古い街並みの近くに両親と妹、弟と犬と住

かったことです。将来は、この経験を活かせる職業に着き

んでいます。兄と姉は独立しています。ドイツで留学する

たいと思っています。ありがとうございました。

人は珍しくありませんが、ほとんどがアメリカに行きます。

地区役員報告

私はバレーダンサーになりたかったので 3 年間寄宿学校

地区からの報告をさせて頂きます。

にいました。そこでは日本人の留学生が多かったので日

2017-18 年度の青少年交換プログラム

本に興味がありました。

の応募は 36 名来ています。しかし今

栗原会員

日本に来て最初は日本語が分からなくて苦労しました

年度の募集は 20 名しか出しません。ク

が、色々なところへ連れて行ってくれたので楽しく過ごす

ラブとしては大変な事業ですが、こうし

ことができました。また学校の修学旅行でマレーシアとシ

て報告を聞くとすばらしいプログラムだ

ンガポール、国際大会で韓国に行くことができたのはとて

と改めて思います。毎月派遣生からメールで報告があり

も感謝しています。日本でも北海道や広島や奈良に行く

ましたが、蒼真君は「もう楽勝です」というメールしか来ま

ことができて嬉しかったです。私は来月ドイツに帰ります

せんでしたね（笑）。昨日は空港に向かえに行きましたが、

が、また姉と一緒に日本へ来るつもりです。日本の大学

外人のようにハグをするので、両親も驚いていました。

に行きたいと思っています。ありがとうございました。

来月は帰国報告がありますが楽しみにしています。

出席報告

栗原会員
栗原会員

折原会員：
折原会員： お客様ようこそ！蒼馬君おかえり！

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

舟越会員：
舟越会員： お客様ようこそ。

41

16

25

0

17

80.49%
80.49%

仁部会員：
仁部会員： 渋谷直前会長さん、夏祭りお疲れ様でした。

スマイル報告
スマイル報告

栗原会員
栗原会員

昆 裕司様
裕司様： 本日は宜しくお願いします。
石井会長：
石井会長： 幸手中央 RC 会長 昆裕司様、リサのホストファ

廣井会員：
廣井会員： 昆様ようこそ。高倉様、早紀さん、ようこそ。
小泉君お帰り。リサもう少しだね。
お客様ようこそ。

ミリー高倉様、交換留学生リサ、小泉蒼馬君、ようこそ。

渡辺幹事：武井会員：
渡辺幹事：武井会員：新井武：栗原会員：小柳会員：

関東地方梅雨明け間近です。熱中症には充分注意してく

渡辺（嘉）会員：篠原会員：馬場会員：折原会員：

ださい。水分補給はまめに。

本日のスマイル

渡辺幹事
渡辺幹事：
幹事： 幹事に就任しましたので 1 年間宜しくお願い致
します。

下津谷会員
下津谷 会員：
会員 ： 明日は誕生日、一番良い「とき」を迎えた気
持ちで過ごしていきます。

第２３５３回例会
第２３５３回例会 ２０１６年７月２８日
２０１６年７月２８日
親睦夜間例会（雅楽の湯）１８：００点鐘
親睦夜間例会（雅楽の湯）１８：００点鐘

スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイ
ル累計額
スマイル目標額

２３，０００円
２３，０００円
５５，０００円
５５，０００
円
１，３００，０００円
１，３
００，０００円

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

