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「地区部門セミナー」 

 

 第 4 グループガバナー

補佐菊池和彦様、公式訪

問前例会ご出席ありがと

うございます。後ほど卓

話を宜しくお願い致しま

す。 

 さて、いよいよ次週は

中川ガバナー公式訪問例会です。第 4 グループと

しても今年度うちのクラブが初めてとなります

ので、しっかりとガバナーをお迎えしたいと思い

ます。皆様どうぞ宜しくお願い致します。 

 そして今年度交換留学生の星楓子さんとお母

様、ようこそお越し下さいました。今週末にはア

メリカへ出発となるわけですが、楓子さんにとっ

て今回の留学が素晴らしい機会となるよう、我々

も一生懸命サポートして参りますのでどうぞ宜

しくお願い致します。 

 クラブのほうに地区内外から増強の卓話依頼

がきております。8 月 1 日に浦和北 RC こちらは

田口パスト、8 月 9 日は岩槻 RC に髙橋直前、船

橋東 RC に荒井伸夫パストがそれぞれ卓話に参り

ますので宜しくお願い致します。 

 また、9 月 7 日は今年度の地区 RLI パートⅠが

開催されます。先週報告しましたように内山パス

トがディスカッションリーダーとしていきます

ので、うちのクラブからは大楽部門委員長、井上

部門委員長、吉田奉行委員長、永井博委員長、矢

部委員長、押野副SAAがパートⅠの参加予定で、

未修了として池田部門委員長、石川委員長、坂本

君の 3 名を含め 9 名を対象に臨みたいと思いま

す。 

さて今月は地区の部門セミナーが開催され、28

日の財団セミナーですべて終了したわけですが、

クラブからは各部門担当の方に出席して頂きま

したので、後ほどセミナー報告をして頂きます。 

私もセミナーに参加しましたが、その中で一番印

象に残ったのが、青少年奉仕部門のセミナーで体

験発表された大杉理紗さんのお話しでした。大杉

さんは 2015-2016 年度にアメリカのフロリダ州

に派遣された交換留学生です。当時の様々な体験

を聞かせてもらいましたが、発表の最後に、ロー

タリークラブでアメリカに留学させて頂き本当

に良かったと思っています。そしてロータリーに

関わることが出来てとても嬉しく思っています

のでこれからもRotexとして頑張っていきたいと

仰っていました。 

とても感銘を受けたのと同時に、はたして自分は

ロータリークラブに入会させてもらいロータリ

アンとなって本当に良かったと思っているだろ

うかと考えさせられたのが正直なところです。 

是非皆様も一度考えてみてはいかがでしょうか。 

 

 

 

 

＜本日のリーダー＞ 

インターアクト委員会 委員長 

横溝 一樹 会員 

 

 
国際ロータリー第 2770地区 
第４グループ ガバナー補佐   菊池 和彦 様 
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会 長 あ い さ つ 
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会 長  新井 清太 

 

ロータリーの目的・４つのテスト 



 

 
 

幹 事 

新藤 栄介 会員 

 

 

 

 

次週 8 月 6 日の例会は中川高志ガバナーの公式訪

問です。11 時 50 分までに会場入りしていただき、

ガバナーをお迎え下さい。 

クラブ協議会では各委員長の年度方針の発表があり

ます。 その他会員も年度計画書をお持ち下さい。 

ロータリー・リーダーシップ研究会【ＲＬＩ】パ

ートⅠの案内が来ております。 

9 月 7 日(金)、場所は大宮ソニックシティです。  

パートⅡ、パートⅢの予定も決まっております。 

今年度は卒後コースというのが新設されました。  

入会３年未満の会員対象の【第１回 1000 日会員

の集い】というものが開催されます。 

場所はパレスホテル大宮 4 階ローズルーム、日時は

9 月 22 日の(土)18 時点鐘です。人数制限がありま

すので、希望者は早めにお申し出下さい。 

明後日より８月となります。８月のロータリーレ

ートは１１２円で 2円上がります。 

 

 
 

会員増強維持部門 部門委員長 

池田 進 会員 

 

8/20(月)開催 

「会員増強維持担当例会」 

 開催のご案内 

 

 

 

 

 

青少年交換留学生 

星 楓子 さん 

 

 

 

 

 

 

 ８／４出発です。 

 楽しみ、そして頑張ってきます。 

 

 

 

プレゼンテーター    柄崎 隆志 会員 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。 

ロータリー米山記念奨学生のムハマド ナジム 

ムハマド シュクリです。お世話になっておりま

す。 

埼玉大学の工学部電気電子システム工学科の 4年

生です。今大学では研究を行なっています。自分

の研究を簡単に説明すると、高電圧を発生できる

き機械を設計しています。 

そのほかに、就職活動をやって来ました。先月に

静岡県に浜松市にあるローランド株式会社の本

社に行って最終面接を受けました。 

ローランドは電子楽器、エフェクター、アンプリ

ファイヤーのメーカーであって、私の興味にある

商品なのでここが私の第一希望です。 

先々週にローランドから内定承諾が届きました。

本当に良かったです、これからも頑張りたいと思

います。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

公共イメージ部門 部門委員長 

井上 勝美 会員 

 

 

 

 

7 月 2１日(土)午後 1 時 15 分より午後４時 30 分

まで 川口駅前市民ホール フレンディアにて国際

ロータリー第 2770 地区 2018～2019 年度 公共イ

メージ部門・会員増強維持部門 合同セミナーに参

加致しました。 

大宮西からは新井会長、公共イメージ部門は私と川

井公共イメージ委員長、会員増強維持部門は柴木副

委員長 また公共イメージ向上委員会 地区役員 

小木曾会長エレクト 

会員増強維持委員会 地区役員 小林社会奉仕部門

委員長 は計 6 名での参加して参りました。 

中川ガバナーからは 3 つの優先項目 

・クラブのサポート強化 

・人道的奉仕の重点化と増加 

・公共イメージと認知度の向上 

幹 事 報 告 

委 員 長 報 告 
地区セミナー参加報告 

青少年交換留学生スピーチ 

米山記念奨学金授与 



 

またテレビ埼玉 川原専務取締役をお招きしてマス

メディアから見たロータリーの基調講演がございま

した。テレビ、ラジオ、新聞に加え SNS やネット広

告が非常に効果あり、HP の充実や FB 投稿が重要と

のこと。 

地区マスコット「みらい」君の着ぐるみ活用 

グループディスカッションではクラブパンフレット

についてや会員増強についてどうのような工夫が必

要か？ クラブの活性化は増強がかかせない。維持

活動で新会員のフォローとロータリーの楽しさを知

って頂くことが大切です。 

 

 

 

青少年奉仕部門 部門委員長 

山崎 一祥 会員 

 

 

 

７月１５日の青少年奉仕部門セミナーに新井会

長・横溝委員長と共に参加してきました。 

インターアクトやローターアクト、RYLA（ライラ）

に Rotex（ローテックス）。難しい言葉がたくさんあ

りますが、地区の青少年奉仕部門、各委員会の説明

を聞いて来ましたので、今後クラブに落とし込んで

参ります。 

今回は主に青少年交換についてご報告致します。 

お話にもあったように、８月４日に当クラブから、

星楓子さんが渡米致します。大変、志の高い優秀な

生徒さんです。自信をもって送り出すと同時に、我々

も日本からしっかりとフォローしていかなければな

りません。今後、私を中心に万全の体制を整えてい

きます。 

また、来月８月１８日にはアメリカからの交換留

学生も来日致します。 

名前は、ゾエ・パーディズ・ステファンス。 

ニックネームはゾエちゃん。１６歳になる女の子で

す。 

会員の皆様には何かとお願いすることが多々あるか

と思います。何卒、ご理解とご協力の程を宜しくお

願い致します。 

 

 

ロータリー財団部門 

補助金委員会 委員長 

内山 泰成 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 28日（土）パレスホテルにて財団部門セミナ

ーが開催されました。ロータリー平和センターにつ

いて及び各委員会活動報告がありました。 

・ポリオプラス委員会報告 

・補助金 VTT委員会報告 

・地区補助金委員会（地区補助金大口枠の結果報告） 

大宮西の提出（ラオスの医療従事者支援）は残念な

がら今回の地区補助金大口枠には選定されませんで

したが上位１５クラブに選定されました。（8 クラブ

が大口枠主旨合致事業、2 クラブがグローバル補助

金事業、５クラブがクラブ独自での事業）と分類さ

れたとのこと。当クラブはクラブ独自の事業として

評価があったようです。 

大口枠対象クラブの例として浦和中 RC クラブの事

例が発表されました。 

ネパール支援『水と衛星プロジェクト』 

安全な水源から水を引くパイプラインと貯水タンク、

浄水器の設置が支援内容です。 

現地カトマンズ西ロータリークラブと地域社会共同

体 RCC（国際ロータリープログラム） 

を立ち上げたそうです。 

ポイントとして、支援国を決め、その支援国のロー

タリークラブとの連携が必須です。 

クラブ内の効果として、会員一丸となる目標が出来、

クラブ活性化に繋がる。 

そして近い将来グローバル補助金を利用した事業に

取り組む足掛かりと考えているそうです。 

大変参考になりました。 

 

 

 

米山記念奨学部門 

米山カウンセラー 

髙橋 秀樹 直前会長 
 

 

 

皆さんこんにちは。今年度、ナジム君のカウンセ

ラーを仰せつかっている髙橋です。去る７月２２日

（日）ラフレさいたまにて開催されました地区米山

記念奨学部門セミナーに新井清太会長、奨学生のナ

ジム君と一緒に参加して参りました。地区の委員と

して内山会員、藤嶋会員も出席されていました。 

 今回は、第一部で、元奨学生（現在学友）による

基調講演、第２部で、学友と現役の奨学生によるパ

ネルディスカッションというプログラムでした。 

 まず、第１部は、中国出身の徐 海波（ジョ カ

イハ）さんによる基調講演でした。彼は 2000 年～

2002年の２年間奨学生で、世話クラブは大宮中央Ｒ

Ｃ。東京理科大学大学院 修士課程 経営学研究を

専攻されていました。彼には驚くエピソードが２つ

あります。 

１つは、留学生で初めて首席卒業されたということ。 

２つめは、卒業後、パナソニック（当時の松下電産）

株式会社に入社されたのですが、入社式で外国人と

して初の新入社員代表となり社長への答辞を述べら

れたことです。 



 

現在、パナソニックの海外営業部 中国営業課 課

長を務められており、中国市場向けマーケティング

及び販売戦略に取組まれています。彼の話で感動し

たことが２つあります。 

１つは、日本と中国との懸け橋としての役割を果た

すために、日本の良いところと中国の良いところを

積極的に取入れ、そのことで互いの理解を深めるこ

とを常に意識して仕事をしているということ。 

２つめは、彼が判断に迷った時は、いつもロータリ

ーの「四つのテスト」を思い出し、今自分が考えて

いること、やろうとしていることが、「真実かどうか」、

「みんなに公平か」、「好意と友情を深めるか」、「み

んなのためになるかどうか」を検証し、そして結論

を出していることだそうです。 

このことは正に米山記念奨学制度が目指すものであ

り、奨学生をお世話するロータリアンとして、常に

意識しておかなければならないことだということを

改めて感じました。 

第２部は学友３名と現役２名によるパネルディスカ

ッションでした。我がクラブの卒業生の金 正録（キ

ム ジョンロク）君もパネラーとして参加しました。 

テーマは、「ぶっちゃけ！！」ということでした。会

社を経営している偉いおじさん達の集まりの中でや

っていけるのか、何を話したら良いのか等の不安が

一杯だったが、クラブに入ると皆さんとても優しく、

思い出に残るとても良い経験を一杯させていただい

たという意見が大半でした。最後に、地区の委員長

からのお願いが２つございました。 

１つは、クラブの半数位の会員は米山記念奨学とい

う制度の事を良く知らないと思うので、是非教えて

欲しい。 

２つは、宗教上の問題やハラスメント問題が発生し

ているので、充分に相手のことを理解したうえで接

して欲しい 

とのことでした。以上、報告といたします。 

 

 

 

 

 

 

国際ロータリー第 2770地区 
第４グループ ガバナー補佐 

菊池 和彦 様 

 

 

 

 

 

 来週のガバナー公式訪問例会に向けて 

 今年度のロータリー活動についての詳細等を 

 お話いただきました。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メッセージは地区ＨＰよりご覧いただけます。 
 

中川ガバナー メッセージ動画 

GOVERNOR'S  CHANNEL 
  

ゲ ス ト 卓 話 


