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第２４４４回例会 ２０１８年４月２６日
夜間例会 （大吉）１８：３０点鐘

第２４４５回例会
２０１８年５月３日
日休会
第２４４５回例会 ２０１８年５月３
第２４４６回例会 ２０１８年５月 10 日
あいさつ運動（杉戸・第二・第三・泉・西）小学校

今年度最後のあいさつ運動となりました。雨の中皆様のご協力ありがとうございます。今年度で 10 年目を迎える事業
ですが、昼間の例会に出席できない若い会員も出席できるということで今年はできるかぎり毎月行うように致しました。
学校では先生方が交代で毎日行っていますが、次年度も引き続きよろしくお願い致しますとお願いされています。

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

第２４４７回例会 ２０１８年５月１７日

狭き門となります。7 月 8 日（日）に募集説明会があります。

移動例会 （アグリパーク）
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
お客様紹介

そして 8 月下旬に 2 回の試験と面接があります。毎年、此
中野会長

の時期には、留学生を預かりながら、次年度の選考が始

奉仕の理想

まり、委員会としては 2 倍の学生を面倒みなければなりま

仁部会員

せん。青少年を預かる責任のある委員会です。皆様のご
協力がなければ成り立ちませんので、どうぞよろしくお願

次年度青少年交換委員長 鈴木 伸雄様
ローテックス会長 山崎千尋様

い致します。

お客様挨拶

ローテックス 小泉蒼馬様

学習院大学の 2 年生になりました。

ローテックス リサ・ドゥイ様

僕は国際社会科学部で勉強をしてい

中野会長
中野会 長

ます。この学部では英語でのプレゼ

会長挨拶

小 泉 蒼馬様

本日はさいしんの都合により例会場

ンテーション、コミュニケーションのス

が使用できなくなりアグリパークでの

キルアップを目指しています。授業も

例会となりました。急なことでご不便を

毎日あり大変ですが、バスケ部に所

おかけしましたが、皆様のご協力でス

属し部活も頑張っています。

ムーズに例会がスタートできましたこ

また、ローテックスとして、スキー旅行、キャンプ、毎月 1

と感謝致します。

回オリエンテーションにも参加しています。朝はバスケの

本日は、青少年交換部門の卓話で、次年度委員長、ロ

朝練などがありますが、できるかぎりロータリーの活動に

ーテックス 3 名に来て頂きました。盛りだくさんの内容です

も参加していきたいです。

ので本日はご挨拶のみさせて頂きます。

お客様挨拶

幹事報告
幹事報告






折原幹事

リサ・ドゥイ様

皆様こんにちは。お久しぶりです。4

青少年奉仕部門より、平成 30 年 6

月 30 日に日本に来ました。学校を卒

月 3 日（日）9:30～14:30 介護老人

業し 8 月から仕事に就きます。将来

福祉施設 ちとせにてローターアク

は、ホテル経営をしたいと思っていま

トを中心とした合同奉仕事業の案

す。仕事のためハンブルグに引っ越

内が届いております。

す予定です。2019 年には国際大会が

次年度開催される当クラブホストとなるグループゴル

ハンブルグで開かれることになりましたので、皆様是非遊

フの開催日が都合により 10 月 26 日（金）に変更にな

来てください。

りました。場所はフレンドシップ CC です。

青少年部門卓話
青少年部門卓話

親睦委員長より、6 月 28 日親睦ゴルフコンペの案内

2013-14 年度の交換留学生としてメ

があります。「本日の出席者でコンペに参加できる方

キシコに派遣させて頂きました山崎

は例会後お声がけください。宜しくお願い致します。」

千尋です。現在はローテックス学友

お客様挨拶

鈴 木 伸雄様

次年度青少年交換委員長を務めるこ
とになりました春日部イブニングの鈴

山崎千尋様

会の会長を務めさせていただいてい
ます。私がメキシコに行ったのは 5 年
前で、ローテックスでは最年長です。

木です。次年度は約 15 名の候補生を

メキシコはスペイン語が公用語なのでスペイン語を学

取る予定になっております。これはガ

びました。大学ではスペイン語とラテンアメリカの勉強をし

バナーの判断にもよります。そしてこれ

ています。メキシコの街並みはスペイン風で、1 日 3 回タコ

はあまり知られておりませんが、交換留学プログラムはも

スを食べます。1 ペソが約 8 円ですが、10 ペソでタコス料

ともとロータリアンの子弟が優先となっております。昨年

理が食べられます。※メキシコでの 1 年間や帰国後の活

は 32 名の応募がありましたので、15 名というのはかなり

動を PP を使いプレゼンしていただきました。

通学は、バスがな
いので、行きは、父
が 通 勤 の 途 中 で下
ろして降ろしてくれて、
帰りは、お母さんが
迎えに来てくれます。
学校は、8:20 に始ま
り、16:15 に終わります。そして放課後、親友と自習室に
行きます。学校の授業は、50 分授業で 15 分の休憩があ
り、お昼休みは、12:45～1:45 です。
高校一年生の終わりに専攻を決めないといけなかった

会員報告

戸賀崎会員
戸賀崎会員

ので、ラテン語とギリシャ人文学を専攻しました。

次年度の交換留学生が決まりました

それに、5 年生（高校２年生にあたる）の時に数学を追加

のでご報告致します。ベルギーから来

しました。それなので私の専攻科目は、ラテン語とギリシ

るナスタヤさんです。彼女はベトナム出

ャ人文学と数学です。しかし、私は、現代語（英語とオラン

身です。生後 6 か月の時に今のご両親

ダ語）もとっています。必須科目では、歴史、地学、生物、

と養子縁組をしてベルギーに住むこと

科学、物理、宗教学、体育、そして、もちろんですがフラン

になりました。プロジェクターで彼女の

ス語をとっています。

写真をご覧ください。また、彼女からホストファミリーへの

私の趣味は、アートと歴史、音楽鑑賞、スポーツ観戦

手紙も届いておりますのでご紹介致します。

です。私は、絵を書いたり、読書をしたり、友達を出かけ

名前：Hars Nastya (ハーズ・ナスタヤ)

ることがすきです。絵は、物心がついた時から描いていま

国名：ベルギー

す。しかし最近は、絵のスキルを見極めることに集中して

生まれ：ベトナム（6 ヶ月の時に今の両親と養子縁組）

います、全くの自己判断ですが。私はまた、旅行や新しい

生年月日：2000 年 8 月 27 日生まれ（8 月で 18 歳）

場所を発見するのが好きです。夏休みの間中、私は両親

私の名前は、ナスタヤです。交換留
学をとても楽しみにしています。日本へ
行くのが、待ち遠しいです。私の事につ
いてお話します。
私は、ベトナムで生まれて生後 6 ヶ
月で、今の両親と養子縁組をしました。私の母ダニエル
は、会計士のアシスタントをしています。父ボードウイン

と何度もフランスやイタリア旅行を楽しみました。
食べ物に関して言えば、私は主に生野菜が好きではあ
りません、調理されていればまあ大丈夫です。
私の長所をあえて言えば、温厚で楽天家、好きなこと
はとことんやります。逆に短所は、時々自信がなく、知ら
ない人に対して人見知りすることがあります。
子どもの頃から、私はいつも異なる文化や言語に興味

は、コンサルタントです。

がありました。この留学の間に、私は新しく出会った人々

私は、両親が大好きです。私は、ジャストという犬と猫を

やその場所で、心を開きたいと思っています。私は、不安

飼っています。私たちは、MONS という都市から、約 10 キ

を乗り越えて、そしてまた人生の選択肢を学び、それを自

ロ離れた小さな街に住んでいます。Mons という街は、ベ

分自身に反映させるでしょう。この留学の後、私はベルギ

ルギーの南部に位置しています。

ーの大学に入り、精神医学、心理学、さもなければ、アニ

私は、自分の部屋を持っています。勉強は、自分の部屋

メーション、デジタルアートを学びたいと思っています。

かゲストルームでしています。私は、この家がとても気に
入っています。なぜなら以前は、このような素敵な家に住
んでいなかったからです。私は、この家で、自分の部屋を
好きなようにさせてもらいました。

一年間、家族の一員とさせていただけることに、あらか
じめお礼を言っておきたいです。
ナスタヤ

出席報告

真中会員
真中会員

戸賀崎会員：
戸賀崎会員： 鈴木次年度青少年委員長様、山崎学友会長、

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

小泉君、リサちゃん、いらっしゃいませ。今日はありがと

43

24

19

0

10

79.07%
79.07%

う。

スマイル報告

真中会員
真中会員

中野会長
中野会長：
会長： 本日は、多くのお客様がご参加頂きありがとう
ございました。

折原幹事：
折原幹事： 山崎さん、リサ、蒼馬君ようこそ。春日部イブニ
ング鈴木さんありがとうございます。

関口会員
関口会員：
会員： 鈴木さん本日はありがとうございます。ローテッ
クス山崎さん、リサ、蒼馬さんようこそ。

仁部会員
仁部会員：
会員： 世界の平和と杉戸の安穏、ロータリーの発展を
願っています。

落合（喜）会員
落合（喜）会員：
会員： 久々の出席ですみません。雑用が季節柄

下津谷会員：
下津谷会員： たまには今日のように会場変更も楽しいです
ね。

古谷（松）会員：
古谷（松）会員： 本日はアグリを使って頂きありがとうござ
います。夜間例会もアグリを宜しくお願いします。

深瀬会員：
深瀬会員： 夏ですか？暑い、暑い。
野口会員：
野口会員： 暑い日が続いていますね。
栗原会員：
栗原会員： そうま君、2 年生になれて良かったね。山崎さん
卓話ありがとう。また遊びに来てください。

田中会員：
田中会員： 卓話ありがとうございます。
渡辺（孝）会員：
渡辺（孝）会員： お客様ようこそ。

多くて困っています。何はともあれ元気になったので頑張

小柳会員
小柳会員：
会員：宮田会員：
宮田会員：細井会員：篠原
会員：細井会員：篠原会員：
細井会員：篠原会員：

ってます。

真中会員：
真中会員：折原（弥）会員
会員：折原（弥）会員：石塚会員：舟越会員
折原（弥）会員：石塚会員：舟越会員

渡辺（良）会員
渡辺（良）会員：
会員： 結婚祝をいただきました。ありがとうござい
ます。

加藤会員
加藤会員：
会員： 朝の通勤、大宮から車で 1 時間弱、四季の変
化が楽しみです。今朝は、水が張られた田んぼに真っ直
ぐ並んだ苗がきれいでした。

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

２９，０
２９，０００円
，０００円
８４２，０００
，０００円
８４２
，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✽✽✽

