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 国際ロータリー第 2770 地区 第 12 グループ 

川口北ロータリークラブ 
         例会場：川口市芝新町 9-10 

            東京信用金庫 蕨支店 

            例会日：毎週水曜日  

                     TEL:048-264-5020 FAX:048-261-9756 

                     E-mail: kawaguchi-nrc@bloom.ocn.ne.jp 

            事務所：〒333-0866 川口市芝 2-4-25 

 

   

           

 

 

 

 

ロータリー活動の根源

でもある「奉仕」を通じ

てロータリーライフを

楽しみましょう！ 

 
 

ロータリー活動の根源でもある「奉仕」を通じてロータリーライフ

を楽しみましょう！ 

 

No. 11 
 

会長      森川  昌紀 

会長エレクト  増田   徹 

副会長     菅   祐伸 

幹事      原   浩明 

クラブ広報   小林   忠 

SAA         山口 久仁幸 

会計      千葉  秀樹 

【本日のプログラム】 

第 1779 回例会 

  10月 10日（水） 

    卓話 

♣川口北高校 

  渡邉秀昭校長 

  

   

 

             

 

【次回のプログラム】 

第 1780 回例会 

  10月 17日（水） 

卓話 

♣米山奨学生 周雪佳さん 

 地区米山記念奨学増進 

   駒﨑 繁夫委員長 

  

第 1778 回 例会記録 10 月 3 日（水） 

 

 
ソングリーダー 

増田  徹会員 

「我等の生業」 

「4 つのテスト」「ロータリーの綱領」  

  

    

 

森川 昌紀会長 点鐘 

♬10 月の BGM♬ 

10/3 「里の秋」「トゥ・ヤン

グ」「テンダー」 

10/10「ニューヨークの秋」 

    「月光価千金」「ムーン

ライト・セレナーデ」 

10/17「赤とんぼ」 

「魅惑のワルツ」 

「幸せの黄色いリ 

 ボン」    演奏 佐分さん 

 

 

 

 

 

TEL:048-264-5020
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森川 昌紀会長挨拶 

 

我々の地域では台風 17 

号の被害が少なくてなに 

よりでしたが被害にあわ 

れた方々も大勢います。 

心よりお見舞いを申しあ 

げます。本日のお客様をご紹介します。地区職業

奉仕委員長の丹井亮一様。今月は職業奉仕月間で

すので卓話を宜しくお願いします。次年度

2013-2014 年度、青少年派遣交換留学生に合格

致しました、川口北高等学校１年生の上野梓（あ

ずさ）さんとお母様、フィンランドから交換留学

生のサラ・スサーナ・ユンニラさん、サラさんの

家に横浜泉ＲＣの交換留学生の方がホームステイ

をされているとのことです。先週の夜間例会では

茂木会員には大変お世話になりました。趣味が落

語でスマイル亭ボギーという芸名のある茂木会員

には、私が無理を言って会員の皆様の前で披露し

てもらえないかとお願いをしました。古典落語「湯

屋番」、遊びが過ぎて勘当になった若旦那があたか

も、そこに居るかのような素晴らしい表現力と話

術で時間の経つのも忘れ、見入ってしまいました。 

本当に楽しい時間を過ごせました。スマイル亭ボ

ギーさんには是非またお願いしたいものです。先

日の土曜日に 2011-12年度、青少年派遣交換留

学生の帰国報告会に行ってきました。１８名の留

学生は１人１０分の短い時間での報告となりま

す。昨年の７月に留学し今年の７月に帰国の１年

間の思い出の発表です。１８名の様々な報告、出

だしのフライトからつまづき不安な出発や、ホス

トファミリーとの出会いと出来事、友達との出会

いと出来事、同じ境遇の留学生同士の思い出等、

楽しかったの言葉の裏側には必ず、つらかった事、

悲しかった事、苦しかった事、彼らしか得られな

い様々な出来事があり、素晴らしい人生経験を積

んできたことがわかりました。当クラブからの松

井夢さんと当クラブが足がかりの柿木わかなさん

も立派に報告を致しました。全ての留学生に共通

していえることは派遣前の緊張していた表情と帰

国後の生き生きとした表情では人間はこんなにも

変われるものなのかと皆口をそろえて言っており

ました。 

若いときの苦労は買ってでもしろ、と言われてお

変われるものなのかと皆口をそろえて言っており

ました。若いときの苦労は買ってでもしろ、と言わ

れておりますが、人間として大きな成長が得られる

この青少年交換留学生、苦労した分だけ成長しま

す。今後はローテックスとして後輩の指導育成を

し、社会に恩返しをしていただける素晴らしいプロ

グラムである事を実感いたしました。１０分では一

年間の報告は足りないと思いますが皆、ホストロー

タリークラブ、青少年交換委員、ローテックス、そ

して何よりご両親への感謝の気持ちが強く表れて

いました。上野あずささんも期待と不安がいり混ざ

っているでしょが、小さな親善大使として頑張って

頂き、素晴らしいプログラムに参加出来る誇りをも

って活動して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

原 浩明幹事報告 

1.当クラブ例会スケジュール 

10/3 地区職業奉仕委員長  

丹井亮一様 

10/10 川口北高校 渡邉秀昭校長 

10/17 周雪佳さん（米山奨学生）・地区米山記念

奨学増進委員長 駒﨑繁夫様 

10/24 川口北・川口むさし野 RC2C 合同例会 

    川口市教育委員会文化財課金箱文夫課長 

10/31 川口県税事務所 松島利夫所長 

11/ 7 休会  

11/11 職業奉仕委員会「施設見学会」埼玉県荒川

左岸南部流域処理場 

11/14 ロータリー財団資金推進委員会 森嶋 修委員 

11/17・18(土・日) 「地区大会」リリアにて 

2.地区セミナー 

10/12（土）クラブ研修リーダーセミナー 

10/26（金）インターアクト委員長会議 

3.当クラブ委員会 

10/3（水）会員研修会 講師：内山 武司会員 

              

授  与 

 

増田  徹会員が 

「RLI  PartⅠ」の 

修了証を授与されました。 

  

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お 客 様 

永田 雄冶（越谷北 RC） 様 

 本日は次回のリスボン大会の 

ツアーのご案内に参りました。 

国際大会は 4 日間開かれます。 

私が個人的に感じる事ですが、 

国際大会の素晴らしさは、やは 

り開会式でのいろいろなプログ 

ラムにあると思います。たとえば、2 年前にはビ

ルゲイツ氏の卓話でした。そのような卓話を聞け

るのは、国際大会の素晴らしさです。また、私は 

閉会式の方が楽しいのではないかとも思っており

ます。特に今年は、田中作次氏が RI会長をなされ

ています。おそらく閉会式が最後の仕事になると

思いますので、1 人でも多くの日本の方に参加し

て頂き声援を送って頂きたいと思います。当社で

は、うちでしか出来ない企画でご案内をしようと 

考えております。宜しかったらご検討の程どうぞ 

よろしくお願い致します。 

会員研修委員会    原  浩明幹事 

本日（10/3）芝事務局 

にて、第３回会員研修会 

を開催致します。講師： 

内山 武司会員 職業奉仕 

についてです。ご参加よろしくお願いします。 

 

会報雑誌・IT 委員会  原  浩明幹事 

ロータリーの友 10 月号のご紹介 

横書き P.1  RI 会長メッセージ P.6～9 まで 

    顧客満足とは、ロータリーの「評価」＝ 

    「ブランド価値」を高める。P.42 川口 

    西 RC 片岡映子様の原稿 

縦書き ⓶～⓺ 「21世紀に入って経験した事 

    これからの生き方を・・・」考えましょ

う。 

読んでみて下さい。 

 

委員会報告 

米山奨学委員会   森田 康之委員長 

今月は米山月間です。米山 

寄付の場合は、会費からの 

5000 円（普通寄付）・特 

別寄付として 15000円と 

しております。100％の達成を目指していますの

で、ご協力宜しくお願い致します。また、「米山豆

辞典」を郵送させて頂きましたので読んでみて下

さい。 

 

親睦委員会    奈良 栄一郎委員長 

9/26 の「夜間例会」では、 

大変お疲れさまでした。 

10/24（水）川口むさし野 

RC さんとの合同夜間例会に 

なっております。当日は、川口市教育委員会文化

財課金箱課長の卓話を頂く事になっております。 

また、11/8（木）は例会ではありませんが、親睦

ゴルフ大会を企画しております。ゴルフをなさら

ない方は、夜に懇親会を考えておりますので、懇

親会だけでもご参加下さい。 

 

 

 

上野 梓 さん 挨拶 2013-14 青少年交換留学生 

 

 

 

 

 

  上野 梓 さん        お母様 

こんにちは、この度スポンサークラブになって頂

き、ありがとうございます。私は将来、外国で活

躍できるようになりたいと思っております。その

夢への第一歩として、今回の留学を希望させて頂

きました。どの国へ行ってもしっかり自分の目的

へ目標を見失わずにしっかり語学、文化を学んで

成長して帰って来たいと思います。目標を達成出

来るよう今から全力で頑張って行きたいと思いま

すので、応援よろしくお願いします。 

  

出席委員会 

菅  祐 伸副会長 

 

 

会員 出席 計算 MU % 

29 14 22 7 95.45 

 

 



                        

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の卓話 地区職業奉仕 丹井亮一委員長 

  

職業奉仕と職業分類 

ロータリークラブ会員の入会 

決定の指針である職業分類の 

原則を用いることで、各クラブ 

の会員の事業及び専門職務が、 

その地域の事業や専門職を偏ら 

ずに反映できるようになっています。自分の職業を

テーマとした卓話や発表を行うことは、クラブで職

業への認識を深める優れた方法です。こういった話

を聞くことは、発生しうるさまざまな問題やその解

決策なども含め自分の職業以外にほかの会員の職業

の実情を学べる機会となります。職業分類に関する

卓話は、若者や失業者を対象に職探しに通じる技術

を身に付けられるよう支援するプロジェクトをクラ

ブが始めるきっかけとなることもあります。また、

会員の職場訪問を企画することも、会員の価値を重

んじる方法となります。人前で話すのが不得意な会

員は、職業奉仕に関する卓話の代わりに職場の案内

するツアーを企画するとよいでしょう。会員の職場

がクラブ会員全員を収容できる大きさであれば、時

折そこで例会を開くのも一案です。若い人々に参加

するよう呼びかけることも検討してみて下さい。さ

まざまな職種について直に知ることが、賢明なキャ

リアの進路決定に役立つこともあります。また、将

来の会員候補者として、訪れた若者をクラブに紹介

することも出来るでしょう。 

 
ニコニコ委員会  谷口  顕委員長 

丹井 亮一様 本日は卓話 

       にお招き頂き 

       誠にありがと 

       うございます 

永田 雄冶様 本日はメー 

       キャップ宜しくお願いします。 

森川 昌紀  東京マラソン 2013 当選しまし

た。ガンバリます。 

原  浩明  丹井様卓話宜しくお願いします。 

増田  徹  丹井様本日はお願い致します。 

菅  祐伸  秋ですね、今日もよろしく。 

山口 久仁幸 丹井様今日は有難うございます。 

今村  勲  丹井様卓話有難うございます。 

内山 武司  丹井様卓話有難うございます。 

森田 康之  丹井様卓話楽しみにしています。 

山森 喬夫  丹井様ようこそ。 

千葉 秀樹  本日も宜しくお願いします。 

西田 宗平  上野様これから頑張って下さい。 

槙  孝夫  丹井様卓話宜しくお願いします。 

奈良 栄一郎 丹井様宜しくお願い致します。 

15 口 19,000 円 累計 292,000 円 

10 月お誕生日の会員の皆様 

   

 

                                 

                         

サラ挨拶 

先週末から松井ファミリーに 

変わりました。松井ファミリー 

はやさしいです。西田ファミ 

リーありがとうございました。 

素敵なファミリーでした。 
 

 

 

藤原 忠雄会員 

 

切通 勇次会員 

 

 

槙  孝夫会員 

 

赤坂 昌雄会員 

 

 

 


