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第２４１７回例会
第２４１７回例会 ２０１７年１０月１９日
２０１７年１０月１９日
点鐘
ロータリーソング
四つのテストの唱和

渋谷会長代理
我等の生業

幹事報告


（木）杉戸天然温泉 雅楽の湯

米山奨学部門学友選考委員 小林 達郎様

ビ ュ ッ フ ェ レ ス ト ラ ン 「 irodori 」

米山奨学生 高 翔（タカ ショウ）君

18:30 点鐘です。登録料： 4,000

渋谷会長代理

円 （飲み放題・食べ放題）入浴

来月 11 月に開催される地区大会が

後に例会に参加する方は、前もって入場券が必要

終わると、米山もいよいよ次年度に

になります。前日までにお渡ししますので事務局ま

向けて動きはじめます。カウンセラー
セミナー、感謝の集い、選考試験など
があります。
暑い日が続きましたが、ようやく秋
らしい気候になると思いきや最近は雨ばかりで、食欲の
秋、スポーツの秋という雰囲気ではありませんね。また、
読書の秋というのもありますが、皆様の愛読書はなんで
しょうか。読書というのは本を読むことですが、「読み」と
「書き」を合わせて読書というのは不思議ですよね。実は
昔、日本人は本を音読していたそうです。そういえば、長
野県に「読書（よみかき）」という地名があります。かつて
は読書村で、3 つの村の合併で誕生しました。合併前の
村名は与川（よがわ）、三留野（みどの）、柿其（かきぞ
れ）、の先頭 4 文字の合成が「読書」の由来だそうです。
読み書きというのは、読むという脳に対するインプットと
書くという動作のアウトプットがあり、この作業のおかげで
理解が深まるのではないかと思います。
私の知人に、新聞のコラム（天声人語や編集手帳な
ど）の短い文章を毎日視写（写し書く）している人がいます。
最近はスマホやパソコンで字を書くことも少なくなりました
ので、脳の活性化にもいいと言っていました。大変良い事
だと思います。私も何か目標を見つけて続けて行けたら
と思っています。

来週の親睦夜間例会の案内を
再度申し上げます。10 月 26 日

武井会員

会長挨拶

折原幹事
折原幹事

でお知らせください。


12 月 14 日（木）クリスマス家族例会の案内再度申し
上げます。場所は、ザ・クルーズクラブ東京（豪華ク
ルーザーによる東京湾周遊）、時間は 19 時～21 時
（クルージング時間）です。現地へは細井自動車集
合・出発でバスをチャーターします。会費は、会員・
ご夫人 10,000 円小学生以下のお子様は無料、中学
生・高校生は通常大人料金です。

米山卓話

米山部門学友選考委員
米山部門学友選考委員 小林 達郎様

日頃より杉戸ロータリークラブの皆
様には、米山記念奨学事業に対し、
ご理解、ご協力と貴重なご寄付を頂
戴しありがとうございます。また昨年
度に引き続き、米山記念奨学生の朴
娥亭(パク アヒョン)が大変お世話になっております。委
員会を代表しまして御礼申し上げます。本日は卓話にお
招きいただきありがとうございます。
本年度米山記念奨学部門では、井橋吉一パストガバ
ナー(越谷 RC)を担当諮問に迎え、金杉 豊部門委員長
(八潮 RC)を筆頭に吉田耕之(コウジ)委員長(大宮シティ
RC)を中心とした増進委員会 6 名、宗像英明委員長(大宮
南 RC)を中心とした学友・選考委員会 8 名、この 2 つの委
員会を組織し、計 15 名で一年間活動を行っております。

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

当委員会は約１ヶ月に 1 回委員会および奉仕活動を行っ
ております。
当部門の目的は、一つとして寄付の増進を図ることで
す。なぜ寄付の増進をしなくてはならないのか？ 2770
地区現在 73 クラブです。しかし学生受入れ希望クラブは
50 クラブを超えます。本年度は新規学生 25 名で継続生
合わせて 34 名ですから、希望クラブの約 7 割しか受入れ
できない状況を少しでも向上していきたい。よって米山月
間というのは日本独自のもので 10 月のみだったのです
が、2015-16 年度より 3 月も米山月間にしていただき、更
なる増進を図るための活動をしていく予定です。

米山卓話
米山卓話

米山奨学生 高 翔（タカ ショウ）君

本日は、私が米山奨学生になって初めての卓話です。
とても緊張しています。2012 年に中国の内モンゴルから
来ました。最初は宇都宮市で 2 年間日本語を勉強し、そ
の後 2014 年に春日部市の共栄大学に入学しました。そし
て 2015 年には留学生の会長を務めて、共栄大学ロータ

ーアクトの副会長も務め

栗原会員
栗原会員：
会員： 達郎さん、昨年はありがとうございました。一言

ました。2016 年には、春

アドバイスです。電車の中は静かにしましょう。タカショー

日部市外国人スピーチ

君、富士登山、一緒に登れて良かったです。ありがとうご

コンテストで優勝をしま

ざいます。

した。私は今大学 4 年生

田中会員
田中会員：
会員： 卓話ありがとうございます。

ですが、今年米山奨学

加藤会員
加藤会員：
会員： 日本酒の美味しい「ひやおろし」の季節になりま

生になることが出来ました。

した。先日結婚記念で送って頂いた杉戸宿と清地村です

米山奨学生になって色々変わりました。私は 1 年生の
時は友達がほとんどいなく人と話すことが苦手でしたが、

が、新潟から来た知人が、うまいと言ってほとんど飲んで
しまいました。

友達がたくさんできました。そして奨学生の仲間と食事を

戸賀崎会員
戸賀崎会員：
会員： 米山学友部門学友選考委員、小林様、米山

したりイベントに参加することで考え方も変わりボランティ

奨学生 タカショウ様、寒い雨の中お越しいただきありがと

アの時間も増えました。奨学金をもらうことによりアルバ

うございました。

イトの時間を減らし勉強に力を入れることができます。そ
して人生の道が広がりました。

真中会員：
真中会員： 16 日の毛混記念日、高級酒のプレゼントありが
とうございました。51 回目でした。

以前の私は、いろいろなことができませんでした。人の

関口会員：
関口会員： 小林さん、高さん、本日はご苦労様です。

前で話すのが苦手だし、友達が少なかったし、自身を持

下津谷会員：
下津谷会員： ガバナー公式訪問ご苦労様でした。

つことができませんでした。現在の私は、勉強も就活もポ

矢島会員：
矢島会員：細井会員：舟越会員：篠原会員：

ランティアも毎日忙しくなって、でもたくさん友達ができて

お客様ようこそ。

毎日は楽しいです。自分自身の成長になっています。本

本日のスマイル

当に米山奨学生になれて良かったと思います。ありがとう
ございました。

スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

１９，０００円
１９，０００円
３６８，０００円
３６８，０００
円
１，３００，０００円
１，３
００，０００円

第２４１８回例会
第２４１８回例会 ２０１７年１０月２６
２０１７年１０月２６日
１０月２６日
夜間例会（雅楽の湯）１８：３０点鐘
夜間例会（雅楽の湯）１８：３０点鐘

出席報告

真中会員
真中会員

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

45

13

32

0

10

51.11%
51.11%

スマイル報告

真中会員
真中会員

小林達郎様：
小林達郎様： 明いつもお世話になります。宜しくお願いいｓ
ます。

渋谷会長代理
渋谷会長代理：
会長代理 ： 米山奨学生、高翔様、地区委員小林様、
今日はありがとうございました。

折原幹事：
折原幹事： 小林様、高様、本日はありがとうございました。

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

２３，０
２３，０００円
，０００円
３９１，０００
，０００円
３９１
，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✽✽✽

