第２４２８回例会報告議事録
日時 ２８年５月１０日（火曜日）
場所 川村学園女子大学 我孫子キャンパス内 会議室
時間 １２：１５点鐘

国歌斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
ビジター : なし

ゲスト： 福田弘俊様（千葉県特別支援学校 流山高等学園）
張 紋明様
藤掛あや様（瀧日会長のお孫さん）
S.A.A.：小池会員（代理）

会長挨拶

瀧日会長

４週間、空いてしまいました。
台湾の式典はなかなか立派な式典でした。いろいろありましたが、
なんとか無
事過ごすことができました。
台湾に元からいた人と、中国本土から来た人との間に感覚の格差がある、
とい
うのが台湾の印象です。空港に迎えに来てくれた、
日本語ができる８０歳くらいの
案内役の方と、豊原まで行くバスの席が隣になり、
２時間くらいの間にいろいろお
話を聞きました。我々は台湾人であって中国人ではない、中国の共産主義は大嫌いで、台湾にい
る人の８０％くらいはそういう感覚で、独立を望んでいると思うとおっしゃっていました。新聞等で読
むことはありましたが、実際に住んでいる人から聞くとインパクトが違いました。
もう一つ印象的だったのは、親日的ということでした。日本は約５０年間台湾を統治して、悪いこ
とも確かにあったと思いますが、今はむしろ良い思い出が残っているようでした。農業に関しては日
本の耕作方法を伝授してかなり収穫量が増えました。農民からは感謝されているようです。台北を
ツアーしたのですが、案内人の人も台湾の８０％は中国の共産主義は嫌いだと言っていました。
中学生が日本の歌を演奏してくれました。制服を着ていて、初めは日本の中学生かと思いまし
た。はっぴを着て和太鼓も演奏してくれました。
「そーれっ」という掛け声も日本語でした。台湾の人
達は本当に親日的だと思いました。

豐原ロータリークラブ 55周年記念式典

親睦委員会報告

記念品

木村委員長
荒井会員、菅谷会員、
お誕生日おめでとうございます。鈴木会員はご結婚４０周
年おめでとうございます。
６月１１日、
１２日を考えていました親睦旅行ですが、色々な行事と重なり、調整が
つかないかなという感じですので、
とりあえず延期させて頂たいと思います。
５０周年の式典の時にみんなでつけようと話している、誕生祝いでお渡ししてい
るネクタイですが、
６月生まれでまだお渡ししていない方に、
この場を借りてお渡し
したいと思います。

荒井会員より
皆さん、本日はありがとうございます。たまたま今日、
５月１０日ぴった
りに祝っていただくのは初めてで感無量で感動いたしております。今
年で５３歳になります。今年から英会話にチャレンジしてみようかなと
思っております。

菅谷会員より
ありがとうございます。子どもも２０歳を越えていますので、皆さん
に祝っていただくような機会はなかなかなく、何十年振りという感じ
で感無量です。
５月２３日に５４歳になります。
うちの銀行は５５歳で役
職定年という形になるので、残り１年です。
ここまで勤めさせていただ
けたのも皆さんのおかげだと思っています。改めてお礼を申しあげま
す。プライベートでは土日には小学生のサッカーのコーチを毎週がん
ばっています。仕事もプライベートもロータリーの活動もこれからも頑張っていきますので、
どうぞよ
ろしくお願いいたします。
鈴木会員より
４０周年です。私は間もなく６８歳になります。
２７歳の頃、
たい
した職業に就いてなくて結婚して、家内は幼稚園の先生をして
いました。高松で結婚式を挙げて、高知まで行ってサンフラワー
に乗って帰るのが新婚旅行のはずだったのですが、台風で船が
出ず女房は飛行機で飛んで、私は家に帰ったら、母に「もう帰っ
てきたの？別れたの？」と言われました。
１人では何もできない者が２人集められて、
けんかや挫折をして４０年かかって小さな幼稚園があ
る程度形になりました。卒業アルバムに載せる父兄からのアンケートで、
もし幼稚園の先生にならな
かったら何になりますか？という質問があり、僕は、生まれ変わりがあるとしたら生まれ変わっても幼
稚園の先生をしたいと思っています、
と書きました。神様に与えられた命と使命が何なのかを探りな
がら、
ロータリーでもお勉強させていただきながら、少しはまっとうな、人のためになるような人生を
送りたいと思っています。
どうぞこれからもよろしくお願いします。

出席報告

２４名出席（全員で２４名） 出席率７５. ０％

渡邊委員長

プログラム委員会報告

服部委員長
来週は、川村学園女子大学の副学長でいらっしゃる西川先生に卓話を３０分し
ていただくことになりました。
川村学園女子大学の現況、平成２４年７月７日にご進講（天皇陛下の前で学問
の講義をすること）
された「明治天皇と立憲政治」というテーマで２０分、そのご
進講の記憶について卓話をしていただきます。ぜひお誘い合わせの上ご参加くだ
さい。

会員増強委員会報告

村越委員長
毎月第一例会は会員増強を考えていただくという形になっておりますが、今月
も特に候補者の名前は挙がっておりませんが、先にお名前が挙がった方にアタッ
クしております。
もしかしたら良いお返事がいただけるかもという方が２名程いらっ
しゃいますので、今年度中に間に合わなければ来年度にぜひお願いしたいと思っ
ております。
地区の会員増強退会防止委員会より
「よき仲間を失わないように」という緊急
文書が届いております。毎年６月は魔の６月と言われており、年度の切り替えで、
ちょうどいいから
退会しちゃおうという会員が多く出るそうです。できるだけ早く本人と話し合いを持ちましょう、後継
者について話し合いましょうとのことです。

台湾修学旅行からの帰国報告と
チーバ君 T シャツの御礼

千葉県特別支援学校 流山高等学園 校長 向野 光 様

風薫る5月、貴クラブにおかれましてはますます御清祥のこととお喜び申し上げます。
また、
この
度の台湾への修学旅行におきましては、多大なる御理解と御協力をいただき、誠にありがとうござ
います。
さて、4月１９日
（火）
に出発した台湾への修学旅行は、
２２日
（金）
に生徒、職員全員が無事帰国
いたしましたことをまずは報告いたします。
２日目に行われた学校交流におきましては、貴クラブより進呈されたTシャツを職員と生徒全員
が着て1日を過ごしました。パフォーマンス発表においては、全員が同じ赤のチーバ君Tシャツを着
たことにより、
とても統一された見事な発表を披露することができました。生徒たちにとっては、
自信
に結びつく、一生の思い出となる貴重な体験活動となりました。心より感謝申し主げます。
今後も、生徒の自立に向けた教育活動の充実を図ってまいりたい考えておりますので、一層のご
指導・御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

実行委員長 中村 生 君より

台湾への修学旅行への寄付のお礼

千葉県特別支援学校 流山高等学園 福田弘俊様

貴重なお時間を本当に申し訳ありません。流山高等学園という特別支援学校
の第３学年を担当しております福田と申します。
この度は皆様のご理解とご協力のもと、特別支援学校としては初めての台湾
への修学旅行ということで、我々も大変緊張して行ってきましたが、無事、生徒も
職員も帰国したことをご報告させていただきます。本当にご協力ありがとうござい
ました。
本日の千葉日報にカラーで記事が載っていて、いただいたＴシャツも載っています。生徒も職員
も全員がこの赤いＴシャツを着て大変統一感のあるパフォーマンスをすることができました。
Ｔシャ
ツの贈呈式に本校まで着ていただきまして本当にありがとうございました。
多大なご寄付をしていただき感謝しております。
また今後ともよろしくお願いいたします。

台湾への修学旅行への寄付のお礼

張 文明様
生徒たちはＴシャツをもらった時にすごく嬉しくて、
その場で着ている子もいまし
た。本当に皆さんに感謝しております。今後ともよろしくお願いいたします。ありが
とうございました。

米山記念奨学会報告

塩毛会員
先週の例会でお話したグエン・ダン・ズイ君をお連れしました。ベトナム国籍で
中央学院大学商学部の大学院修士課程２年目です。自己紹介を３分程していた
だきます。
５０周年事業等ありますので、彼にも出来る限り参加していただいて、
日
本とベトナムの架け橋になっていただきたいと思います。
３月まで１年間、
どうぞよ
ろしくお願いいたします。

ご挨拶

グエン・ダン・ズイさん
私はベトナムから来たグエン・ダン・ズイと申します。日本の佐藤さんと同じよう
にベトナムではグエンという名前を持つ人が一番多いので、ズイと呼んでいただ
きたいと思います。
子どもの頃から日本への留学という夢を持っていて、ベトナムの国立経済大学
のインターナショナルプログラムを卒業後、両親に応援してもらい、
２０１３年に日
本に留学しに来ました。
自分の好きな国である日本について日本語でわかるようになること、世界中の国々から来た友だ
ちができ、
自分の知識が日増しに広くなっていくことは私にとって幸せです。
留学する前は、学校で一生懸命勉強すればどんな知識でも持てるようになると思っていました
が、実際に１人で日本に来て、全く新しい環境に入ってみて、
その考えは変わってきました。社会に
出て色々なことを体験して失敗して立ち直ることで勉強になります。私は今年２６歳です。成功より
失敗の方が多いですが、失敗から立ち直ることで、一番大事なことがわかるようになりました。
ロータリーの偉い方々とお会いできて感謝しています。ありがとうございます。
これからどうぞよろ
しくお願いいたします。
米山奨学生

米山奨学生 グエン・ダン・ズイさんに奨学金を授与

藤掛あや様のご紹介

瀧日会長
前回の屋形船の時に呼びまして、ある程度の方にはご紹介したのですが、私の孫娘のあやで
す。英語はかなりできると思いますので、
５０周年の時に通訳をお願いしようと思っています。
４年間
オーストラリアの大学に留学しています。

ご挨拶

藤掛あや様
藤の花の藤に、手偏に土土トの掛けるで、藤掛あやと申します。栃木の方の名
前だそうで、藤掛という名前になりました。祖父からもご紹介いただきましたが、小
さい頃から両親の仕事の関係でマレーシア、
スリランカ、
アメリカ等に住んでいた
ことがあります。微力ながら５０周年記念式典のお手伝いをさせていただけたらと
思っておりますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

幹事報告

丸田幹事
・熊本地震の義援金を我孫子ＲＣとして５万円寄付させていただくことに決定し
ました。
・５０周年記念式典で姉妹クラブに渡す英文の名刺をご希望の方は丸田か福武
の方までご連絡ください。
１,５００円でお作りします。

S.A.A. より

小池会員（代理）
これから５０周年の打ち合わせがあります。他クラブとの調整が難航しており、試行錯誤しなが
ら、
どうにかやっと形ができてきた所です。あと２週間ですので、委員会ではない方もお時間のある
方は是非参加していただければと思います。

ニコニコＢＯＸ
お名前
張紋明様
瀧日会長
丸田幹事
荒井会員
小池会員
澁谷会員
菅谷会員
鈴木会員
村越会員

メッセージ
台湾修学旅行、大成功です。
うれしいです。謝謝。
分区コンペで３位に入りました。
昨日、合同コンペ、
９位を頂きました。
お誕生日のお祝いありがとうございました。
１０分区ゴルフ大会で２位を頂きました。
写真ありがとう。
誕生日を皆さんで祝って頂きまして、
ありがとうございました。
結婚４０年、よく長続きしました。
流山高等学園の台湾への修学旅行、成功おめでとう。
写真ありがとうございます。
当 日 計
今期累計

金 額
２,０００円
１,０００円
１,０００円
５,０００円
２,０００円
１,０００円
２,０００円
２,０００円
１,０００円
１,０００円
１８,０００円
３１３,０００円

今週の表紙「三重の塔 布施弁天」柏市布施1738番地

地元で「布 施の弁天さま」と親しまれている「紅龍山 布 施弁天 東海 寺」の境内にある三 重塔です。利根
川を見 渡せる高台の上にあります。三 重塔はお釈 迦さまの遺骨（仏舎 利）を祀るために造られました。布
施弁天では、昭和4 8 年に38代秀 淳大僧正が建 立しました。お釈 迦様の教えに一歩でも近づくためのもの
として建 立したと言われています。

ロータリーの友事務局 ホームページ www.rotary-no-tomo.jp メールは web @rotary-no-tomo.jp
環境ＮＰＯオフィス町内会が中心となって２００５年に立ち上
げた新たな間伐促進活動が「森の町内会」
です。
この活動に
賛同して
「印刷用紙」
や
「コピー用紙」
を使用する企業は
２００９年９月現在、９２社にのぼり、その環境貢献として促進さ
れる岩手県岩泉町・葛巻町・青森県三沢市での間伐は、年
間３０haの規模になっています。グリーン購入大賞で大賞
を、山村力コンクールで林野庁長官賞を受賞しています。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効活用に役立ちます。

我 孫 子ロータリークラブは、
環 境 貢 献として、
「 森の町内 会」 を応 援します。

