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皆さんこんにちは。米山奨学生
シャキャさんのお母様シャキ
ャ・バズラチャルヤ・ソバラクス
ミ様、台湾から台北幸福（こうふ
く 中国読みでは「しんふ」
<SINGFU>）ＲＣの謝 冠園（し
ゃ かんえん 中国読みでは
「Hsieh kuan-yuan」
）様ようこ
そお越しいただきました。謝 冠園さんは、1998-1999
年度米山奨学生で世話クラブは東京日本橋東ＲＣだとお
聞きしています。また、オブザーバーとして阿久津 渉（あ
くつ わたる）様と高橋 大二（たかはし ひろつぐ）様
お二人にお越しいただいています。ご入会を楽しみにして
います。よろしくお願いいたします。
先週の２／２７に風香さんの文部科学大臣賞受賞の祝
賀会が催されました。結城会員が発起人の一人として司会
進行をされましたし、クラブからも大勢の方にご出席して
いただきました。ご来賓に清水さいたま市長、新藤旧大宮
市長、新藤信夫さいたま市議会議長の他、松永光、牧原秀
樹両国会議員、そして師匠の金田石城様がご出席されそれ
ぞれ祝辞を述べられました。また現職の林文科大臣からも
祝電が届いており、風香さんがとても高く評価され、注目
されていることを実感した会でした。私もクラブの会長と
して祝辞を述べさせていただきました。書とロックのコラ
ボということで、川井さんのバターロールの演奏があった
り、書のパフォーマンスでは、書を世界に発信する決意を
揮毫されたりして風香さんの目標の高さ、決意の固さを感
じた会でした。仲間として今後の活躍を大いに期待してい
ます。
一点、皆様にご連絡がございます。３／２４（土）に第
４回目の鉄道博物館ナイトミュージアムを開催いたしま
すが、それに先駆けて２０（火）１７：３０～鉄道博物館
で準備の為の下見内覧会を行います。本日その開催案内を
配布させていただいておりますので、
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当日参加されます方は是非ご参加いただきますようお願
いいたします。
本日のプログラムは、まず委員長報告で、竹内国際奉仕
委員長から１月末のラオスでの支援事業の報告をしてい
ただきます。皆様からご提供していただきましたノート
や鉛筆・ペンを含めて沢山のオモチャを子供たちに配り、
一緒に遊んだ様子も出てくると思いますが、子供達の満
面の笑顔を良くご覧いただきたいと思います。
次に地区にご出向していただいている清水ガバナー補
佐、クラブ活性化委員の荒井伸夫パスト、財団奨学・平
和フェロー・学友委員の新見和男直前会長、田口修身パ
ストに地区で取り組まれていること、ご苦労されている
こと、一方でこんな良いことがある等について５分という
短い時間ですが、お話をしていただきます。皆さんどうか
ご清聴いただきますようよろしくお願いいたします。
最後に、戸塚さんの後任として、本日付けで事務局に入
られましたニューフェイスをご紹介いたします。岡本 睦
子（おかもと むつこ）さんです。皆さん何卒よろしくお
願いいたします。

お客様ご紹介

田口修身 副会長
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お客様ご挨拶

渋谷委員長からお話があった通り、この時期の台湾はとても人気
の観光地となっており、航空便をとるのも大変になっているよう
です。また、今回コースに入っている八田 與一さんが従事した
烏山頭ダムは、日本人が一度は訪れたい場所としても有名です。
是非、奮ってご参加いただきますよう宜しくお願いします。

国際奉仕委員会
委員長 竹内雅人
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幹事報告
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本日は染谷幹事欠席のため、代わりに幹事報告をさせて頂きます。
① 今月のロータリーレートは１ドル１０８円です。
② 台北幸福ロータリークラブ（１９９８年～１９９９年米山奨
学生）シャカンエン様ようこそお越しくださいました。
③ 本日は矢部会員紹介の入会候補者が２名オブザーバーとし
て出席されております。ようこそお越しくださいました。
④ 米山記念奨学生のシャキャスラクシャさんのお母様、ようこ
そお越しくださいました。シャキャさんには例会でのカメラ
撮影担当として活躍してもらい大変助かっております。
⑤ 本日理事会がありました。５月の各例会、その他決定事項の
詳細は週報にて掲載致します。
⑥ ４月２１日（土）岩槻ロータリークラブ創立５５周年、大宮
シティロータリークラブ創立２０周年の記念式典の案内が
届きましたので、皆様に後ほど改めてご案内致します。出欠
のご連絡をお願い致します。
⑦ 下期の会費の納入がお済みで無い方は納入をお願い致しま
す。

委員長報告

米山記念奨学生近況報告（奨学金授与）
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米山奨学生ｼｬｷｬ･ｽﾗｸｼｬさんとお母様ｼｬｷｬ･ﾊﾞｽﾞﾗﾁｬﾙﾔ･ｿﾊﾞﾗｸｽﾐ様
がご挨拶されました。
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左から、新藤信夫会員、髙橋秀樹会長、小木曽賢己会員

として行ってきました。
「R の友」
平成 29 年 8 月号の記事を見て、

出向者報告

講師依頼の連絡があったのですが、R には No がないということ
で思わず Yes と答えてしまったが、色々話を聞くと、この地区は
日本で 1，2 を争う活動が活発な地区で、論客も多いとのこと。
そういえば私の R に関する知識は、この地区の出版物から得られ
たものが多く、これは大変だと思いました。しかし、この地区は

第４グループガバナー補佐

240 名(京都南)を筆頭に２00 名以上が３クラブ、100 名以上が 7

清水恒信

クラブあるが、他方 1４名のクラブまであり会員数に幅がある。
私たちの増強物語を必要としているクラブもあるだろうと開き
直りました。

ガバナー補佐出向者報告、急に言われて報告になりますかどうか、
この第２７７０地区には１２人のガバナー補佐がおり、当然１２
グループに一人一人ガバナー補佐がいると言うことです。先だっ
て４グループでも２月１９日にインターシティミーティングが
行われましたが、同じように１２人のガバナー補佐がインターシ
ティミーティングを開きます。４グループでは行徳先生に講演を
していただき皆様に刺激になったと伺っておりますが、一番喜ん
だのは本人かと思っております。人は刺激になる話を聞くとそれ
に対応するものだと思います。しかし人は聞いた話を次の日半分、
その次はその半分、１週間もすると大体全部忘れてしまうもので

レジメは私が作成し、内山さんが PP に落としましたが、急に
渋谷さんが俺も行くと言い出し 3 名で行ってきました。会場の京
都商工会議所には、各クラブ 3 名、G、G エレクト、G 補佐の合
計 300 名が出席していました。講演は気持ちよく進めることがで
き、あっという間に予定の 1 時間が過ぎ時間通りに終えることが
できました。万雷の拍手？を受けました。第 2 部の時、わが地区
のクラブ合併の実情について突然質問を振られましたが、何とか
切り抜けることができました。
会議終了後は、木屋町筋で地区増強委員会の懇親会にご招待い

す。もう一つ、話し下手な私がどうして話をするようになったか。

ただき、美味しい京料理とお酒をいただきながら委員の皆様と各

話を作ってそれをテープレコーダーに入れて何回も聞くと結構

クラブの現況について懇談を深めました。皆さんと意気投合し、

自分のものになるものです。お試しくださいませ。

祇園のしゃれた酒房へ繰り出して、舞妓さん二人を交えてムード
歌謡カラオケ三昧の京都の夜を満喫しました。第 2650 地区は今
4700 名で、あと 300 名増強すると 5000 名を超え、再び日本一
となるそうです。私たちは中長期目標で 150 名を目指しています

財団奨学・平和フェロー・学友委

が、第 2770 地区の中だけで満足せずにもっと広い視野をもって

員

ロータリーを見ていくことの必要性を実感しました。

新見和男 会員

私は、地区財団奨学・平和フェロー学友委員会に出向させて頂
いています。地区では委員長を中心に他クラブから出向して来た
委員と共に委員会の運営を行っています。一つの目的に向かって
色々な意見を出し合うのはとても楽しい事であり、楽しい時間を
共有できます。 奨学生・平和フェローの留学生に対してのフェ
ローオリエンテーションの段取り等手作り感満載です。 地区か
ら全国、そして世界へと視野
がどんどん広がっていきま
す。
ロータリークラブの活動の

すばらしさ、広がり、大きさが体感
できると思います。是非、ご興味の
ある方は、出向されてみては如何で
しょうか？

財団奨学・平和フェロー・学友委
員

田口修身 会員

クラブ活性化委員
荒井伸夫

会員

一昨日の 3 月 3 日土曜日、第 2650 地区（京都、滋賀、奈良、福
井）で開催された「会員増強アクション会議」に基調講演の講師

女子部会活動報告

３月５日（月）早朝６：３０より第３回大宮駅西口駅前清掃を実
施致しました。会員をはじめ、大宮北ＲＣの方、会員ご家族も含
め１４名の参加で駅前をきれいにできました。
いただきました。

大宮ろう学園訪問

3/1㈭に大宮ろう学園の喫茶店訪問に行って参りました。生徒が
一生懸命作っていただいたケーキとプリンを美味しくいただき
ました。

参加者

髙橋秀樹会長、小沢孝奉仕プロジェクト部門委員長、

新井清太会長エレクト、新藤栄介幹事エレクト、福田和子社会奉
仕委員、円谷友香社会奉仕委員、川井理砂子社会奉仕委員、
村松宏呂子ＳＡＡ、小林政良社会奉仕委員長

