
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

■ ホストファミリー 稲山真弓様 

 

 

 本日の例会にも多くの会員が出席してくださ

いまして心から感謝申し上げます。 

3月10日（土）に行われる「ジョルダン、タ

リータを囲んで焼肉パーティー」にもロータリ

アンだけでも21名のご登録を頂きました。この

行事はあくまで有志を募り非公式の集いである

にも関わらず、これほどの多くの人数で開催で

きる事に感謝申し上げます。ジョルダン君、タリータさんの皆に好意を持

たれる人柄も大きく関係していると思いますが、このクラブの会員がこの

2人をもてなしてあげようと言う気持ちが素晴らしいと思います。この日

に都合が悪く参加できない方も同じ気持ちであることはわかっております。 

 来週の3月14日（水）には「3クラブ合同例会」があります。これにもう

ちのクラブは総勢で２８、９名の出席になるとの事です。今年は持ち回り

の担当クラブがうちのクラブで清水裕次会員がこの実行委員長として準備

をして来ました。「これだけ多くの登録をありがとうございます」と、清

水実行委員長も皆様に感謝の言葉を口にしていました。親睦を中心とした

企画でクラブ対抗カラオケ大会となっております。皆で楽しみましょう。 

新会員にとりましては「3クラブ合同例会」とは何ですか?…と思われる

でしょうから、少し説明をします。私の知る範囲では約25年前になります

が、当時は岩槻市、蓮田市、白岡町が「第8分区」と言う一緒のグループ

に所属していました。皆様ご存じと思いますが、岩槻クラブがスポンサー

となって蓮田クラブが誕生し、その後同様の形で岩槻東クラブが誕生しま

した。蓮田クラブはうちのクラブと兄弟の関係にあります。また、蓮田ク

ラブがスポンサーとなって白岡クラブが誕生し、岩槻東クラブがスポン

サーとなって岩槻中央クラブが誕生しました。この5クラブは家族の関係

なのですが、その後地区の考えでグループ再編成が行われ岩槻と蓮田、白

岡は違うグループになりその名残で、年に一度合同で例会を行い、再会を

約束したのがこの例会なのです。最初は「5クラブ合同例会」でしたが、

残念ながら私の所属していた白岡クラブと、岩槻中央クラブが解散となっ

たため、現在は「3クラブ合同例会」となっています。因みに現在岩槻区

は「第４グループ」に所属で、このグループの統括者を「ガバナー補佐」

と呼んでいますが、分区編成時代は「分区代理」と呼んでいました。 

 3月27日（火）の例会はお花見例会と称しましてジョルダン君のご両親

を招待致します。ジョルダン君の卒業式に出席するために来日されます。

たぶんこの日は、ジョルダン君が米山奨学生としての、最後の例会になる

と思いますので、クラブ一丸となって気持ち良く送り出してあげたいと思

います。 

 素晴らしい皆様に心から感謝申し上げます。「本当にありがとうございます」  

会長挨拶 丹野寿明会長 
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1. 地区より「インド3000地区

とのVTTプログラム」につい

ての案内が届きました。3月

8日から3月13日(火)まで、

先方の都合で急遽、当地区

に6名が滞在することになり

ました。以前から交流が

あった地区の為、受入を承諾したとの事です。 

2. 米山奨学会より、加藤和正会員に、ロータリー財

団より山形照之会員に領収書が送られてまいりま

した。「地区のあゆみパートⅡ」が届きました。

今回「パートⅢ」の作成をするに当たって希望者

には、１冊2,000円にて予約販売するとの事です。 

3. 今晩6時30分より「まつもと」に於いて第11回理事会

を行います。関係者はご出席をお願いいたします。 

 

 
 

◆ホストファミリー 稲山真弓様 

 何時もロータリーの皆様には、お世話になっており

ます。早いものでタリータをお預かりするのも残り１

か月程になってしまいました。家族で少しでも毎日を

楽しく過ごそ

うね…と話し

ています。哲

也もホームス

ティ先でいろ

いろな事を体

験させて頂い

て い る 様 で

す。これからも宜しくお願い致します。 

  

◆受入交換学生タリータさん報告 

金曜日から、ロータリーで広島と京都の旅行に行き

ました。3月2日、朝早く6時30分に南浦和駅集合し、

羽田空港に行き、飛行機で広島に着きました。初めて

「お好み焼き」を食べました。美味しくてとても大き

かったです。広島城と原爆ドーム、平和公園、平和記

念館に行きました。そこでは、皆が作った千羽鶴を捧

げました。3月3日は京都に行き、金閣寺や清水寺に行

きました。とてもきれいで漫画でも見た事がありま

す。3月4日はユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行

き、楽しみました。旅行はとても楽しかったです。 

 

 
 

◆関根隆光会計 

 前回も言いましたが、3月

14日の３クラブ合同例会の会

費を当日よりは、本日集めさ

せていただきたいと思いま

す。  

 
 

◆清水常三公共イメージ 

委員会担当理事 

2018年3月号「ロータリー

の友誌」の横書き26ページ

に、第2770地区大貫等ガバ

ナーの記事が掲載されており

ます。 

幹事報告 山崎和雄幹事 

委員会報告  

 
 

 

■ 田中 徹夫会員 お誕生祝い 

■ 関根 隆光会員   〃 

■ 阿津澤 清会員   〃 

■ 平野喜代司会員   〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 萩原 満久会員 お誕生祝い 

■ 田中 徹夫会員 ご結婚記念 

■ 加藤 和正会員   〃 

■ 清水 裕次会員   〃 

■ 萩原 満久会員   〃 

■ 西村寿美子事務局   〃 

ご結婚記念・お誕生祝い  

今月、誕生月・結婚月の皆様、お目出とうございます。これからもお元気で‥‥。 

近況報告  
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 3月は「水と衛生月間」であります。横書きの12

ページに、さいたま欅ロータリークラブの記事が掲載

されております。 

 日本のロータリー100周年実行委員会では、横書き

の39ページに、日本のロータリー100周年記念を迎え

るに際し、ピンバッチデザインの募集をしている記事

が掲載されております。 

 第2770地区縦書きの24ページに、大宮西ロータリー

クラブでのピンクリボン運動の記事が掲載されており

ますので目を通してください。 

 

 
 

◆橋本かほる財団・米山担当理事 セミナー報告 

本日は、ロータリー財団と

米山奨学会の簡単な説明をい

たします。ロータリー財団へ

の今年度の寄付金は三年後の

補助金になります。次年度の

補助金でのプロジェクトは井

原ガバナー年度の寄付金から

分配されることになります。ロータリー補助金システ

ムは地区補助金とグローバル補助金にそれぞれ約50％

が配分されます。グローバル補助金は３万ドル以上の

プロジェクトである事等、適用条件が厳しくなってい

ます。我が岩槻東ＲＣが毎年企画しているのは地区補

助金からのプロジェクトで今年度においては移動動物

園でした。毎年クラブ達成寄付が100％を越えていま

すので達成クラブには1,400ドル、未達成クラブには

800ドルが配分されます。補助金対象プロジェクトは

クラブ拠出金の400ドルの条件があるので合わせて

1,800ドル以上の企画を行って参りました。 

 その他次年度は別に大口枠が設けられ寄付達成クラ

ブは2,000弗～10,000弗を使って国内外を問わずプロ

ジェクトを行うことができます。次年度もさらに今年

度以上に地域に貢献出来るプロジェクトになるよう皆

様と力を合わせてゆきたいです。 

ロータリー米山奨学会は、外国人留学生を支援する

民間最大の奨学団体です。採用枠は年720人、事業費

は約12億円にもなります。そして将来母国と日本との

架け橋となって国際社会で活躍する優秀な留学生を奨

学することを目的とし、奨学生はロータリークラブを

通じて日本の文化、習慣に触れ社会貢献の意識を育

て、将来ロータリーの理想とする国際平和の創造と維

持に貢献する人となる事が期待されます。今回卓話を

いただくジョルダン君は米山奨学生としてふさわし

く、年の差が大きいロータリアンの中にいてもにこや

かに手伝いなどしてくれました。また参加可能な限り

例会に出席下さり、その場を楽しく明るいものにして

くれました。もう卒業かと思うととても淋しいです。

日本の企業に就職が決まり日本でも国際社会でも活躍

し国際平和の架け橋となってくれると期待します。 

 

◆米山奨学生ジョルダン君 卓話 

米山奨学生のジョルダン・

アレハンドロです。2年前か

ら大変お世話になっておりま

す。この度、大学を卒業して

社会人になります。米山奨学

生としても卒業しますが、学

友としてこれからもロータ

リーと関わり続けますので、これからも宜しくお願い

します。 

 本日は卓話させていただき有難うございます。米山

奨学生の卓話はロータリアンの皆様に米山奨学会の事

を知ってもらう為のものです。世話クラブなので他の

クラブで卓話する時と異なるところがありますので、

普通より緊張しています。まず、私の事について改め

て話します。1993年コロンビアに生まれ2012年日本に

参りました。2年間日本語学校で勉強して、2014年共

栄大学国際経営学部に進学しました。2016年米山奨学

生になりました。今年は大学を卒業して、藤田観光株

式会社に入社します。ホテルを通じて社会に貢献する

社会人になるように頑張っていきます。 

家族は今月日本に来ますので、27日の花見例会の時

に、皆様に紹介します。両親はスペインのバルセロナ

でコワーキングスペースの会社を運営しています。お

姉さんはコロンビア政府のアドバイザーとして平和の

プロセスに貢献しています。 

 次に、少しコロンビアの話をします。南米の一番北

の国で多用性に豊かな国です。民族はとっても明る

く、楽しく過ごす事を優先する人々です。コロンビア

は花・コーヒー・石油・石炭の産出国です。次に、米

山奨学生としての生活について話したいと思います。

奨学生になると世話クラブの例会と活動に参加する事

のほかに、米山奨学会の奉仕活動や合同委員会や地区

のイベントなどに参加する事になります。これによっ

てロータリアンと他の奨学生とコミュニケーションの

場が出来ます。そこから社会のことをより知ることに

なり、成長が出来ます。このネットワークはロータ

リーにも米山奨学会にも大事な目的の一つだと思いま

す。米山奨学生のもう一つの目的は世界と日本の架け

橋になることです。 

 最後に、ロータリアンから大切な寄付をいただいて

います。その寄付から社会にどのような影響が生まれ

るのか、我々奨学生の将来にあります。その為、私の

将来について話したいと思います。新入社員になる私

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

本日のテーマ 米山奨学委員会担当例会 



 

4 

は先ず、仕事を身につけてお客と会社に価値のある

サービスを提供できるように努めてまいります。現場

の知識を身に着けたら、ホテルマンとして社会にどの

ように貢献できるのかを考え実行します。10年～20年

後には会社に貢献し、役立つのは私の目的です。また

20年～30年後は起業して、私なりの会社を作りたいと

思います。20年間学んだことを生かして社会の役に立

つ会社を作るのは長期的の目的です。 

 これで卓話を終わりたいと思います。奨学生として

卒業しますが、これからもこの岩槻東RCとの関係を大

事にしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

 

 
 

丹野 寿明  ジョルダン君、卓話有難うございま

す。大学卒業、就職内定とおめでたい

のですが、寂しくもあります。 

山崎 和雄  ジョルダン君の卓話、楽しみにしています。 

斎藤 公司  三月人形販売、ほぼ終了しました。順

調な売り上げで安心しました。 

菊池 和彦  ジョルダン君、卓話宜しくお願いしま

す。2年間お疲れ様でした。 

増渕  明  先日の新会員研修セミナー有難うござ

いました。又、勉強させて下さい。 

関根 隆光  今日で傘寿を迎えます。もう少し皆さ

んのお世話になります。 

加藤 哲男  結婚、誕生祝の皆様おめでとうござい

ます。ジョルダン君、卓話ですね。大

いに夢を語って下さい。 

宮本 和寿  ジョルダン君、卓話楽しみにしていま

す。稲山さんようこそ。 

( 同趣旨 )  藤田 恵子   橋本かほる 

阿津澤 清  暖かくなりました。誕生祝有難うござ

います。 

萩原 満久  誕生日と結婚が重なりました。 

加藤 和正  結婚祝いに感謝します。 

小宮  勇  ジョルダン君、卓話楽しみです。今日は暖

かいですね。体調管理は難しいかも。 

奥津 雅史  いよいよゴルフシーズン到来ですね(^^♪ 

平野喜代司  3/29日で、５９才になります。 

杉田 政男  ジョルダン君卓話ありがとうございま

す。日本語もバツグンです。 

飛田美佐子  すっかり春の陽気ですね。タリータ旅

行は楽しかった? 

清水 常三  久し振りの例会出席です。 

萩原 秀咲  タリータ、稲山さんようこそ。 

中里  仁  ようやく春ですね。 

飯淵 昭二  茄子の湯に行って来ました。 

遠藤 光治  春は未だですか。 

橋本  昇  宜しくお願いします。 

西村寿美子  何時もお心遣いに感謝します。 

田中 徹夫   水戸  恵 

ホットニュース 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 2017～’18年度 岩槻東ロータリークラブ 

例 会 日 毎週火曜日 12:30～13:30 会    長   丹野 寿明 
例 会 場 さいたま市民会館いわつき Tel  048-756-5151 幹    事  山崎 和雄 
クラブ事務局   Tel 048-757-9786  Fax 048-756-5539 会報委員長 清水 常三 

U    R    L http://www.iwatsuki-east-rc.org 
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ニコニコBOX金額報告  

3/6合計 ５１，０００円 

今年度累計 ７６２，０００円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

本日  
免除2名 

32 
(2) 

27 
(2) 3 2 96.66% 

2/19修正 

免除2名 
32 
(2) 

32 
(2) 0 0 100.0% 

出席報告  

タリータの和服姿は、

兼ねてからのあこが

れでした。たまたま水

戸恵会員の日本語教

室の友人がお琴の先

生で、その方に着物

を着つけて頂きまし

た。お似合いですね

(^^♪ 

結婚祝のヤハギ園の

胡蝶蘭、今年も立派

に花を付けました。 


