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ノー　　　第1342回

2015年9月8日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢我等の生業｣

卓　話｢上手な部下の叱り方｣

自己承認コンサルタント協会

理事　小林由末子様

第1343回

′ー　　　2015年9月15日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢それでこそロータリー｣

卓　話｢物流業界の現状｣

(一社)埼玉県トラック協会

専務理事　矢田淑雄様

地区テーマ

ロータリーを学ぼう､そして楽しもう

第1341回･ 2015年9月1日(火)

司会　飯田晃生副幹事

点　　鐘12:30　町田信行会長

ソ　ン　グ｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣

ソングリーダー吉村千秋会員
四つのテスト･ロータリーの目的

大熊勝巳会員

会長挨拶　町田信行会長

お客様紹介　浅見　定副会長

幹事報告　上野拓也幹事

ご挨拶　地区職業奉仕部門委員長伊藤悟様

米山奨学金の贈呈　町田信行会長

委員会報告
会員組織委員会篠原唯史会員増強担当委員長
クラブ広報委員会　大熊勝巳委員長
大島雅文研修リーダー
国際奉仕プロジェクト委員会柳寿美恵委員長

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

金子　努委員長

出席報告　クラブ運営管理委員会
清水敏夫出席担当委員長

卓話者紹介　囲谷昭吾米山記念奨学担当委員長

卓　　話｢米山奨学生と地区委員の卓話｣

地区米山記念奨学委員長　栗原偉憲様

米山記念奨学生　谷　雨さん

点　　鐘13:30　町田信行会長



J⊂二ゴー象

9月に入りました｡例年なら残暑の候ですが､すっか

り秋の気配がします｡

先週土曜日に､さいたま市のプレミアム商品券が販売

になりました.辻公会堂で中村元徳さんも一緒に､その

販売のお手伝いをしましたが､約800人の方が購入され

48億円の売上げだそうです｡

本日は､さいたま市青少年宇宙科学館で､さいたま市

中学校英語弁論暗唱大会が午前10時からおこなわれて
います｡先程､ご挨拶をしてまいりました｡この例会終

了後､ 3時からの表彰式に伺います｡

今月は､基本的教育と識字率向上月間です｡ 2014年

10月RI理事会は､重点分野である｢基本的教育と識字

率の向上月間｣である9月を､地域社会で基本的教育を

普及し､識字能力を高めるためのプログラムを支援し､

地域社会の参加を促進､成人識字率の向上､教育におけ

る男女格差を減らすための活動､基本的教育と識字率向

上に関連した仕事に従事することを目指す専門職業人の

ための奨学金支援を強調する月間としました｡

ロータリーは､地元や海外の地域社会で､基本的教育

と識字のニーズに応えると約束しました｡これを機会に

私たちの熱意を新たにしましょう｡

本日は､地区米山奨学委員会委員長の栗原偉憲様と米

山奨学生谷　雨さんに卓話をお願い致しました｡よろし

くお願い致します｡因みまして､皆様よくご存知かと思

いますが､米山梅吉氏のことを少しお話し致します｡

米山梅吉氏は､明治から昭和時代前期の銀行家､貴族

院議員｡日本にロータリークラブを初めて設立した人物

でもあります｡

米山奨学事業の記念の称号を付した米山梅吉氏(1868
-1946)は､幼少にして父と死別､母の手一つで育て

られ､ 16歳の時､静岡県から上京､働きながら勉学に

励む｡ 20歳で米国へ渡り､ 8年間の苦学の留学生活を送

り､帰国後文筆家を志して勝海舟に師事しますが､友人

の薦めで三井銀行に入社し常務取締役となり､その後三

井信託株式会社を創立し取締役社長に就任しました｡そ
の目的を"社会への責献日としました｡

晩年は財団法人三井報恩会の理事長となり､ハンセン

病･結核･癌研究の助成など多くの社会事業･医療事業
に奉仕｡また､子どもの教育のために､はる夫人と共に

私財を投じて小学校を創立｡ ■■何事も人々からしてほし

いと望むことは人々にもその通りせよ‖これは米山梅吉

氏の願いでもあり､ご自身の生涯そのものでした｡ '■他

人への思いやりと助け合い"の精神を身もって行いつつ､

そのことについて多くを語らなかった陰徳の人でした｡

Rotary
‥けさへの

フレセントになろう

□9月のロータリーレートは､ 1ドル-124円ですo

口本年度予算書を本日配布致しました｡

ロ地区大会第4回実行委委員会が､本日18:00よりガバ

ナー事務所にて開催されます.大熊勝巳クラブ広報委員

長出席｡

□第1回IM実行委員会が､本日18:00より行われます｡

浅見副会長出席｡

□　8/25例会で元浦和レッズ堀之内氏が卓話をした記事

が8/28の埼玉新聞に掲載されました｡ホワイトボード

に掲示してあります｡ご覧下さい｡

地区職業奉仕部門
委員長伊藤悟様

地区米山記念奨学
増進委員会
委員長栗原偉意様

米山記念奨学生
谷　　雨様

地区職業奉仕部門
委員長　伊藤　悟様(大宮シティRC)

10月に職業奉仕部門セミナーを

大宮清水園にて開催します｡

セミナーの他に､トワイライトミーティング､懇親会も

行いますo　皆様のご参加をお待ちしておりますQ

□会員組織委員会篠原唯史会員増強担当委員長

会員総数50名以上達成致したく､会員増強カードを配

布しました.ご協力をお願い申し上げます｡ロータリア

ンの3大義務は､会費の支払い､例会への出席､ロータ

リーの友を購読することですo　勧誘時に説明して下さい.

□大熊勝巳　クラブ広報委員長

会報合本を作成します｡購入ご希望の方は､私か事務局

まで来週火曜日迄にお願いします｡

□大島雅文　研修リーダー
･ 9/8(火)､当ホテル3階｢高砂｣にて13:45より研修会

を開催します｡講師は篠原唯史　前地区RLI運営委員長

です｡会員皆様のご参加をお願い致します｡
･ゴルフ部会9/30のコンペの出欠を至急連絡下さい｡

-ヽ､､
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Kij+孝一

地区米山記念奨学増進委員会

委員長　栗原任意様(杉戸RC)
たけのり

先日のバス旅行には､園谷米山委員長､栗林カウンセ

ラーにもご参加を頂きましてありがとうございました｡

本日は､米山委員会第1回目の卓話にお招き頂きまし
てありがとうございます｡

3月の米山月間にもよろしくお願いいたします｡現在､

地区74クラブの中で米山奨学生を依頼しているクラブ

が53クラブです｡寄付を増やしていただいて､ 1クラ

ブでも多く米山奨学生の良さを知っていただくのが米山

委員会の目的です｡
ノー　　ぜひ､皆様のご協力をお願い申し上げますo

米山記念奨学生

谷　雨さん

皆さんこんにちは

まず自己紹介です｡私の名前は谷　雨(こく･う)です｡

二十四節気のひとつです｡

生年月日は1991年5月13日で､今年24歳です｡まだ

若いと思います｡

私の出身地は､中国遼寧省大連です｡東京と同じ臨海

都市と言われますが､横浜に似ていると思います｡

私の民族は､漢族です｡中国は､沢山の民族がありま

す｡しかし､漢族以外は少数民族です｡私の家庭は､父､

母､私､妹の四人家族です｡父の名前はシン､妹は雪の
′叫　月だから雪､私は､雨の月なので雨｡私の家族は自然家

族だと思います｡私たち三人の名前は､おばあちゃんか

ら付けられました｡祖母は､自然の子が好きかもしれな

いです｡

次は､私の性格についてです｡知らない人の前では､

静か､丁寧｡知り合いの人の前では､明るくてユーモア

のある性格だと思います｡なので､私の性格は両面であ

ります｡元々の性格は､知り合いの人の前での性格だと

思います｡

次は､私の長所についてです｡私の長所は､自分の可

能性を限定せず､目標に向けて努力することです｡これ

は､就職活動の時に面接官に言う長所です｡

次は私の短所です｡私の短所は､日本語が下手なこと
です｡日本に来て5年なのに､本当にレベルが低いと思

います｡

次は趣味ですが､読書をします｡特に小説を読みます｡

次は履歴です｡幼稚園から高校まで､ずっと中国の大

連にいました｡それ以外のところに行ったこともないで

す｡本当に体験がないです｡

Rotary ∴くご Be agift to the world

高校を卒業してから日本に来て､日本語学校と大学に､

どちらも5年間通っていますC

次に､私のクラブはこのクラブ､浦和北東クラブです｡

私の大学は､東京理科大学です｡久喜キャンパスに通っ

ていますo今年が最後ですo　久喜キャンパスは経営学部

だけです｡私が中国にいた時､将来は経営学を勉強した
いと思っていました｡

次は､大学での研究内容についてですc l年生では､

経営を中心に勉強します｡ 2年生､ 3年生では会計を中

心に勉強します｡これからの卒業研究は､経営戦略に関

する研究です｡

次は､宗教についてです｡日本の宗教は､沢山ありま

すが､私たちが一番注目するのはやはりお寺より神社の

ほうです｡日本のお寺や神社は､もし願いがあれば､と

てもよく当たります｡私も､去年､ロータリーの奨学金

を貰えるように祈願し､願いが叶いました｡中国にもた

くさん宗教はありますが､実際は中国の方は無宗教です｡

自分のことだけを信じます｡

中国というと､皆さん食文化が出てきます｡日本の食

文化は､とても椅麗です｡精微で美しい｡日本の食事は､

味が薄くて､健康に良い｡逆に中国の味は重くて､油も

多くて､身体に悪いです｡なので､食べ過ぎないほうが

良いですo

次は､文化についてです｡日本の文化は､茶道や書道

など､色々ありますが､静かなものが多いです｡中国の

文化は沢山ありますが､今日は時間が足りませんので､

皆さん興味があれば､これからの例会でどんどん紹介し

たいと思います｡

次に､私の日本での生活の感想です｡中国に居たとき

は両親と相談し､両親からは学費だけを薫っていました｡

日本での生活はとても大変で､大学1年生､ 2年生の時は､

アルバイトを沢山しました｡工場､居酒屋などで働きま

したQ　最も大変だったことは､アルバイトと勉強の両立

です｡一番ラッキーだったのは､ロータリーの奨学金を

貰うことができたことです｡米山奨学金を貰い､私の生

活は豊かになりました｡

私は､ロータリークラブに参加する時間が少ないので､

これからは沢山参加したいと思います｡

□柳寿美恵国際奉仕プロジェクト委員長

ノーザングアムRC創立40周年記念例会が､ ll/21に変

更になりました｡ ll/20･21･22日でスケジュールを

検討します｡後日､ご連絡致します｡



地区米山記念奨学増進委員長栗原偉憲様　本年度地区第

1回目の卓話依頼いただきましてありがとうございま

す｡ 3月米山月間の卓話依頼もよろしくお願いします｡

地区職業奉仕苦肝可委員長伊藤　悟様　職業奉仕普印可セミ

ナーのご案内に参りました｡本日はよろしくお願いし

ます｡

町田信行会長　皆様こんにちは｡地区米山記念奨学増進

委員長栗原任意様､米山記念奨学生谷　雨さん､本日
の卓話よろしくお願い致します｡地区職業奉仕部門委

員長伊藤悟様ようこそ!!

浅見　定副会長　地区米山記念奨学増進委員長栗原偉憲

様､米山記念奨学生谷　雨さん､本日の卓話よろしく

お願い致します｡地区職業奉仕部門委員長伊藤悟様歓

迎申し上げます｡

上野拓也幹事　地区職業奉仕部門委員長伊藤悟様ようこ

そお出で下さいました｡ 10/16職業奉仕部門セミナー

開催についてのお話しを下さいます｡よろしくお願い

致します｡本日の｢米山奨学生と地区委員の卓話｣ ､

地区米山記念奨学増進委員長栗原偉憲様､米山奨学生

谷雨さんよろしくお願いします｡

星野和央会員　谷　雨さん､日本談義も含めて楽しいお

話をお聞かせください｡

豊田愛祥会員　ノーザングアムの40周年記念例会が､

これまでの10月10日から11月21日へと変更になりま

した.会場はグアム島の反対側にあるリゾートレスト

ランで､アラスカ蟹を溶かしたレモンバターで食べる

料理が出るそうです｡

熊野義治会員　谷　雨さん､卓話頑張って下さい｡

栗林幹一会員　地区米山記念奨学増進委員長栗原偉憲様､

地区職業奉仕部門委員長伊藤悟様本日はお忙しい中あ

りがとうございます｡米山奨学生谷　雨さんようこそ｡

卓話頑張って下さい｡

篠原唯史会員　地区米山記念奨学増進委員長栗原偉憲様､

地区職業奉仕部門委員長伊藤悟様､本日はようこそ､

歓迎申し上げます｡地区では大変お世話になっており

ます｡本日の卓話､谷　雨さんガンバッテ!!

内田康信会員　地区米山記念奨学増進委員長栗原偉憲様､

地区職業奉仕部門委員長伊藤悟様本日はお忙しい中あ

りがとうございます｡谷　両様本日の卓話楽しみにし

ております｡

囲谷昭吾会員　今日､ 9月1日は防災の日ですo　災難は

いつあるかわかりません｡普段から充分注意と準備は

しておきましょう｡今日の卓話､ 2770地区米山記念

奨学増進委員会委員長栗原偉意様､そして､米山奨学

lLt非へ0)プレゼントになろう

生の谷　雨さんよろしくお願いしますo　又､地区の

職業奉仕部門委員長の伊藤悟様ようこそ

おいで下さいました｡歓迎致します｡

石井孝一会員　米山奨学生谷　雨さん､本日の卓話宜

しく｡楽しみにしておりました｡お客様北東クラブ

へようこそ｡

吉田律子会員　皆様今日は､九月になりました｡年末

迄あと4ケ月､私にとっては益々心が忙しくなりま

した｡今､各地で戦後70年の催しが実施されています｡

温故知新の精神で過ごしましょう｡本日は､谷　雨

さんよろしくお願いします｡

柳寿美恵会員　皆様こんにちは､地区米山記念奨学増

進委員長栗原偉憲様､谷　雨様本日の卓話宜しくお

願い致します｡地区職業奉仕部門委員長伊藤悟様よ

うこそお越し下さいました｡

宇津野芳志男様　24日の新会員歓迎会ありがとうござ
いましたo　個人､お店､供に感謝申し上げます｡

岡崎　渉会員　歓迎会設定いただきありがとうござい
ました｡

繰越金273,788円　本日37,212円　計311,000円

平成27年9月1日(火)さいたま市青少年宇宙科学館
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例会日　毎過火曜日12:30-13:30　　会　長

例会場　浦和ロイヤルパインズホテル　会長エレクト

TEL 048-827-1111　　　　　　　副会

事務局　さいたま市浦和区高砂2-4-3　　幹

内田ビル3階　〒330-0063　　　S
･A

長事A

TEL 048-81J卜0450　　　　　　　副幹事

FAX 048-81 4-0460　　　　　　　クラブ広報委員長

町田　信行

横田　　元

浅見　　定

上野　拓也

羽鳥　和夫

鈴木寿和･飯田晃生

大熊　勝巳


