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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 1776 回例会 

  9月 19日（水） 

    卓話 

♣サンユー自動車さいたま 

   平林社長卓話 

 

             

 

【次回のプログラム】 

第 1777 回例会 

  9月 26日（水） 

 

♣夜間例会 

  茂木会員寄席 

第 1775 回 例会記録 9 月 12 日（水） 

 

 

ソングリーダー 森田 康之会員 

  

        「我等の生業」 

       「4 つのテスト」 

      「ロータリーの綱領」 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 言行はこれに照らしてから 

 

1. 真実か どうか 

2. みんなに公平か 

3. 好意と友情を深めるか 

4. みんなのためになるかどうか 

 

 

 

 

TEL:048-264-5020
mailto:kawaguchi-nrc@bloom.ocn.ne.jp


★森川 昌紀会長あいさつ★ 

 まだまだ暑い日が続いておりますので、水不足が心配です。本日の 

 お客様をご紹介致します。地区の青少年交換委員会委員でありまし 

 て越谷南 RC の池田玄一様。2009～10 交換留学生でデンマーク 

 へ行かれてました、戸沼君香さん。2011～12 交換留学生でフィン 

 ランドへ行かれてました、金井まあささんです。現在は、ローテックス 

 スとして活躍されております。先日 9 月 8 日（土）奉仕プロジェク 

 トセミナーへ参加して参りました。これですべての地区のセミナー 

 がようやく終了になり、ホッとしております。地区のセミナーでは、外部の方が講師の時が 

 あります。今回の奉仕プロジェクトセミナーの講師は、医師である大田仁史氏に講演をして 

 頂きました。大田先生は、1936 年生まれの 76 歳ですが、とても元気でパワフルな方です。 

 私もいろいろセミナーに参加して来ましたが、今回はとても素晴らしいセミナーでした。大田 

先生は、団塊の世代を「津波」に例えお話をしています。2015 年に第一波の津波が押し寄 

せるそうです。それは年金問題です。そして、2025 年に第二波が来るそうです。団塊の世 

代の方が高齢になり、莫大な医療費や介護の問題が社会問題になって来るというのです。そし 

て、その 10 年後には、孤独死です。今、現状は高齢化社会になっております。60 歳が 90 

歳を見る老老介護です。そこで、10 年 20 年後を見据えた、先生の「介護予防リハビリ体操」         

があります。（参考図書：「完全図解介護予防リハビリ体操大全集」大田仁史著 3,800 円） 

会員の皆様には、少しでも健康で長生きをして頂きたいと思いまして、ご紹介致しました。 

また 2570 地区である、行田市に「埼玉古墳群」がありますが、今世界遺産にという動きが 

あるそうです。なぜかと言うと、埼玉県には見どころがなく、郷土愛もないからだそうです。 

埼玉古墳群には、古墳が 11 もあり、世界的にも珍しいのではないでしょうか。是非、行田 

RC の方に卓話に来て頂き、この話をして頂きたいと考えております。 

 

★地区奉仕プロジェクトセミナー★ 

 

9 月 8 日（土）に上尾コミュニティーセンターにて 

開催されました。当クラブからは、森川会長、増田 

エレクト（奉仕プロジェクト委員長）が出席されました。 

他クラブの奉仕事業及び東日本大震災の現状について 

の熱心な議論を広聴しました。 

      記事 2770 地区地域奉仕委員 谷口  顕 

★サラ挨拶★   

 

 こんにちは、サラです。学校はとても楽しいです。 

 私は、茶道部へ入りました。来週は、体育祭です。 

 また、私は日本の食べ物が大好きです。 

 ありがとうございます。 

 

 

 

 



★幹事報告★ 千葉 秀樹副幹事 

 

1.当クラブ８月・9 月スケジュール 

   9/12（水）池田青少年交換委員会幹事・戸沼君香 

         ローテックス会長・金井まあささん 卓話 

   9/19（水）サンユー自動車さいたま 平林社長 卓話 

   9/26（水）夜間例会「茂木会員寄席」 

  10/03（水）地区職業奉仕委員会卓話 

  10/10（水）川口北高校 渡辺校長 卓話 

  10/17（水）米山奨学会卓話 

  10/24（水）川口市教育委員会文化財課課長 卓話 

  ２.地区セミナースケジュール 

9/15（土）ロータリー・リーダーシップ研究会（RLI）パート 1 場所：埼玉会館１０時 

9/２９(土） 帰国報告会         場所：カルタスホール 受付 0 時 30 分より 

  10/12（金）クラブ研修リーダーセミナー 場所：浦和コミュニティーセンター 18時～ 

  3.当クラブ委員会 

   10/03(水) 会員研修会 講師：内山 武司会員 場所：芝事務局 6：30 より 

  4.ガバナー事務所より 

＊「第 11 回日韓親善会議」協力のお礼 

＊「月信原稿公募」のお願い 

＊新会員入会速報 9/7 現在 

＊新世代部門担当諮問委員について（吉田豊治パスト・ガバナーを任命） 

  5.例会変更 

   ＊蕨 RC       9/18（火）を 9/19（水）へ変更  

   ＊川口中央 RC 9/17（月）休会  

   ＊川口北東 RC  9/18（火）「家族夜間例会」・9/25（火）「夜間例会」 

★委員会報告 

親睦委員会   奈良 栄一郎委員長 

 夜間例会のお知らせをさせて頂きます。9/26（水）の夜間例会 

 は「茂木浩之会員の寄席」をご披露頂くことになっております 

 新世代委員会  西田 宗平委員長 

 ホストファミリーとして、サラの近況を報告します。 

 日本の夏の暑さに参り、ホームシック等と大変な時期もありましたが、 

 最近は食欲も増し、学校にも喜んで登校しています。 

 ロータリー財団  槙  孝夫委員長 

 今年度 R 財団の寄付は、年次寄付＄200、ポリオプラス$30、 

 目標が＄230 となっております。よろしくご協力お願い致します。 

 

 

   

 

 

 



,         ★本日の卓話★ 

        青少年交換委員会 池田 玄一 様 

 

 

2770 地区の青少年交換留学は、日本全国の地区内でも群を抜いて多くの交換留学生を派遣 

 及び受け入れをしています。本年は 10 名の派遣・9 名の受け入れ、次年度は 12 名予定して 

 いますが、20 名の応募がありました。言うまでもありませんが、この制度は派遣された留学 

生にとっても非常に有意義なプログラムであります。派遣生は、派遣先で様々な問題に出会い 

 、それを留学生自身が解決しなくてはならないからです。この問題を解決することで、派遣生 

 は、派遣先で人間的に大きく成長することが出来ます。帰国して留学生を見ることで 1 年間 

 の成長が手に取るように確認できる最高の制度と言えます。また、来日学生をホストすること 

 でホストファミリー自身も留学生を通じて海外の文化に触れる事が出来るのです。 

 このような素晴らしい制度ですが、ここ数年クラブの会員数の減少により、スポンサークラブ 

 を断るケースが多くなりました。留学希望者は、ロータリークラブへ連絡を入れれば良い返事 

 が得られると思ってアタックして参ります。しかしながら、10 クラブ以上に断られるケース 

 もありました。このような状況から、本年度はスポンサークラブの有無にかかわらず、ガバナ 

 ー事務所への直接の応募方法を取らせて頂きました。ホストに関しましては、1 クラブで受け 

 入れ出来ない場合は、数クラブで受け入れをお願いします。それでも駄目ならば、グループで 

 受け入れして下さい。派遣された学生の家族にもお願いしてみて下さい。多くの留学希望者に 

 海外での素晴らしい留学体験をしてほしいと思います。本日はローテックスから、その体験に」 

 よって得られたスピーチを聞いて頂きたいと思います。 

 

 金井 まあさ さん（2012～13 年度） 

 大宮ロータリークラブさんのスポンサーのもと、フィンランドに 7 月末ま 

 で留学させていただきました、金井まあさです。フィンランドについて 

 ご紹介します。フィンランドは日本の面積より少し小さな国です。公用語 

 はフィンランド語、スウェーデン語です。次にホストファミリーについてご紹介します。私は 

 4 つの家族にホストして頂きました。第１ホストファミリーは Wiksten 家です。サマーコテ 

 －ジに行ったり、誕生日を祝ってもらいました。第 2 ホストファミリーは Kakko 家です。 

 パパとママと私の 3 人で暮らしました。第 3 ホストファミリーは Koskivirta 家です。この 

 家にいた時にオーロラを見る事が出来ました。第 4 ホストファミリーは Keinänen家です。 

 ここのおうちではフィンランド語だけの生活でした。おかげでフィンランド語が上達すること 

 が出来ました。 学校ではフィンランド語、スウェーデン語、英語はもちろんイタリア語、ス 

 ペイン語、ドイツ語、フランス語、ロシア語などたくさんの言語が学べます。また日本では 

 学べない授業もあり、とても興味深かったです。また、フィンランドだけでなく、ロシアや他 

 のヨーロッパの国々にも行くことが出来ました。本当に素晴らしい体験をさせて頂いたなあと 

 思います。 このような素晴らしい経験をさせていただけたのもロータリー関係者の方々のお 

 かげです。私は恩返しにローテックスとして、後輩たちにも私と同じように素晴らしい体験が 

 出来るよう、サポートしていけたらなぁと思います。 

   

 

 



 ローテックス会長 戸沼 君香さん（2009～10 年度） 

 私は 3 年前に浦和北 RC さんのスポンサーのもとデンマークに 

 派遣させて頂きました。まずはデンマークについての基本情報を 

 お話致します。デンマークの面積は日本の九州ほどで、人口は 

 国民全員あわせても東京の半分以下です。北ヨーロッパにある本当 

 に小さい国です。その小さい国の中で、一番南の特に小さな田舎町 

 Toender に私は住んでいました。町中で英語、デンマーク語、ドイツ語の三か国語です。 

 デンマークの生活で思い出に残っていることのひとつが、食べ物の違いです。まずデンマーク 

 らしい食べ物といえば何がうかぶでしょうか？代表的なものはじゃがいもです。毎晩嫌という 

 ほどじゃがいもばかり食べていた気がします。それと「デニッシュパン」として知られるデニ 

 ッシュペストリーなども有名です。どれもこれも本当に美味しくて、ファミリーに出されるま 

 まに食べていたのですが、そうするとやはり体重が増えてしまって帰国したときにはすっかり 

 8 キロ増でした。続いて、デンマークのロータリークラブについてです。やはりそれぞれのク 

 ラブによって少しずつ違いがあるのですが、私の街の Tonder ロータリークラブはとても盛 

 んに活動していました。週一回の例会はもちろんですが、絶滅危惧種の魚を見に行ったり、 

 ドイツと風車を共同開発する計画をしたり、様々な興味深い取り組みもしていました。例会場 

 が第一ホストファミリーのレストランで行われていたため、私も言葉がわからないながらも、 

 毎週月曜日の例会には必ず出席していました。そして勉強するにつれてだんだん議論の内容な 

 ども理解できるようになり、議論の内容がとても興味深いことを知りました。私の一年間が 

 有意義なものになったのは、この Tonder Rotary club のおかげと言っても間違ってはいな 

 いと思います。本当に、感謝しています。 

 私は今留学を終えて帰ってきた学生 ROTEX として後輩の留学をサポートする立場にいます。 

 自分が派遣生の時に、ある先輩 ROTEX から「大事なことは留学に関わったすべての人に感 

 謝すること」だと教えられましたが、当時の自分が思っていた以上に深い言葉だったのだと最 

 近実感しています。委員会、スポンサーロータリークラブ、派遣先のホストロータリークラブ、 

 ホストファミリー本当にどれがひとつ欠けても留学は成り立ちません。派遣生だった頃に見 

 えていなかったもの、理解できなかったものが、ROTEX として青少年交換の運営をお手伝い 

 する身になってはじめて見えてきました。みなさまがどれだけ派遣候補者や来日生の為に知ら 

 ないところで動いてくれていたのか、最近少しずつですがわかってきたような気がします。 

 だから少しでもその恩返しができるように、私は今 ROTEX をやっています。私たちがお手 

 つだいできることは本当に僅かではございますが、できるかぎりのことはしたいと思っていま 

 す。言葉のわからない来日生のサポート、また、これから留学をしたいと思っている後輩たち 

 のサポート、それが、1 年間の海外留学を経験して帰った、ROTEX の仕事です。デンマーク 

 派遣の戸沼君香として、また今年度 ROTEX の会長としても、これからもどうぞよろしくお 

 願い致します。本日は例会の貴重なお時間をいただきありがとうございました。 

 

 

 

 

  

 

  

 



  ★出席委員会★ 田中 一任委員長    

 

 

  

          

       

          

  

                蘭 暁栄さん 

                       米山奨学生でした蘭さんの近況写真です。 

                       サンユー自動車にてアルバイト中です。 

                       来週、例会へ遊びに来ますよ。 

  

  

 

 

 ★ニコニコ委員会★  谷口  顕委員長                      

  

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員 計算会員 出席者 MU 出席率 

29 24 19 2 87.5％ 

池田 玄一様  地区青少年交換委員会です。 

        本日はお世話になります。 

森川 昌紀   青少年交換委員池田様、ロー

テックス戸沼様、金井様本日

は宜しくお願いします。 

今村  勲   池田地区委員様、戸沼ローテ

ックス会長卓話ありがとう

ございます。 

菅  祐伸   今日は可愛い娘がいっぱい。 

千葉 秀樹   戸沼様本日はよろしくお願

い致します。 

切通 勇次   毎日暑いです。いつになった

ら涼しくなるんでしょう。 

藤原 忠雄   池田様、戸沼さん今日は良く

来てくれました。卓話宜しく

お願い致します。 

山森 喬夫   お客様ようこそ。 

18 口 21,000 円 累計 249,000 円 

 

槙  孝夫   お客様ようこそ。 

山口 久仁幸  池田様今日は遠方よりお出

で下さりありがとうござい

ます。 

森田 康之   池田様卓話を楽しみにして

います。 

磯  利昭   お客様いらっしゃいませ。本

日もよろしくお願い致しま

す。 

増田  徹   池田様本日はよろしくお願

いします。 

小林  忠   池田様、戸沼様ようこそ。 

内山 武司   池田玄一様卓話ありがとう

ございます。 

田中 一任   本日も宜しくお願いします。 

西田 宗平   池田様、戸沼様、金井様よう

こそおいで下さいました。 

谷口  顕   お客様ようこそ。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


