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一､　第1373回

2016年5月17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｢キャラクター商品の現状｣

㈱サンリオ　商品部

部長　武藤　泰様

第1374回

爪　　　2016年5月24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　会員卓話｢食肉の話｣

宇津野芳志男会員

地区テーマ

ロータリーを学ぼう､そして楽しもう

第1372回･ 2016年5月10日(火)

司会　鈴木寿和会員

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　中川泰次郎会員
四つのテスト･ロータリーの目的

富樫　孝会員

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

米山記念奨学金の贈呈　町田信行会長

委員会報告　地域奉仕プロジェクト委員会
山中重則委員長

次年度関係　清水敏夫次年度幹事
ゴルフ部会　篠原唯史会員

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

斉藤忠治委員

出席報告　クラブ運営管理委員会
岡崎　渉委員

卓話者紹介
内田康信財団奨学･平和フェロー･学友委員長

卓　　話｢ドイツ語で学ぶ日本画について｣
ロータリー財団奨学生

坂本麻由里様

点　　鐘13:30　町田信行会長



ナこき-象

ゴールデンウイークも終わりました｡皆様楽しい

連休をお過ごしだったことと思います｡

4月は､復興支援親睦旅行例会､斉藤忠治会員の

浦和しぶや苑での移動例会､ 5月3日火曜日は憲法

記念日のため休会で､今日は本当に久しぶりに例会

場での例会となりました｡

今年度も､ 5月､ 6月と2ケ月を残すのみとなり

ました｡皆様のご協力に感謝申し上げます｡

本日は､ロータリー財団奨学生の坂本麻由里さんに､
｢ドイツ語で学ぶ日本画について｣と題して卓話を

していただきます｡よろしくお願いいたします｡

地区財団奨学･平和フェロー委員会委員島田昌明様､

本日はご苦労様です｡

さて､ 3月は比較的おだやかな月でしたが､ 4月

は大変な月となりました｡

4月14日に発生した震度7の熊本地震､死者49人､

負傷者1500人､倒壊建物28,000棟､ 3万人以上の避

難者と､大災害になりました｡皆様に義指金を頂戴

いたしました｡ご厚志に感謝申し上げますo

政治面では､米国の大統領候補は､民主党ヒラリー･

クリントン氏､共和党ドナルド･トランプ氏が確実

となりました｡日本への影響もあり､アメリカ国民

がどちらを選択するか大いに興味のあるところです｡

経済面では､セブンイレブンの生みの親､育ての

親の､セブン&アイホールディングス鈴木敏文会長

の辞任､そして､タックスヘイブン(租税回避地)の利

用実態を暴露したパナマ文書の公表､三菱自動車に

よる軽乗用車の燃費偽装問題など大きな出来事があ

りました｡

三菱自動車の燃費偽装問題は､地域経済に大きな

打撃を与えています｡同社の岡山県倉敷市水島製作

所の軽自動車生産ラインが停止され3600人の従業員

のうち1300人が自宅待機となっています｡また､岡

山県内には､三菱自動車に頼る下請け業者も多く､

その影響が深刻になっています｡

会社の盛衰は､従業員はもちろんのこと､取引業

者にもおよびます｡自分の会社をしっかりと経営し

ていかなければと思いました｡

あと2ケ月で新年度になります｡次年度は創立30

周年を迎え､内田ガバナー補佐を輩出するクラブと

して､会員一丸となって次年度を応接しましょう｡

Rotary
Ill:ytへの

プレゼントになろう

□浦和西RCよりメークアップのお誘いが届いており

ます｡掲示してありますのでご確認下さい｡

□第11回定例理事会報告
･大島雅文会員より､出席規定適用免除書が提出さ

れていましたが､クラブ定款第9条3節により､ク

ラブ在籍年数と年齢を足して85年を超える会員は出

席が免除されますので､承認されました｡
･ 6月末日をもって熊野義治会員の退会が承認され　{＼

ました｡執行部で慰留しましたが､熊野会員の意志

固く退会となりました｡

ロータリー財団奨学生
2016学年度米山記念奨学生

島田　昌明様
坂本麻由里様
烏　　日宇様

地域奉仕プロジェクト委員会
山中垂則委員長

□熊本地震義楕金が5万円になりました｡皆様のご

協力に感謝致します｡ありがとうございました｡

□4月22日､ペットボトルキャップを回収していた

だき､ 160kg､ポリオ･ワクチン45.72人分になりま

した｡ご協力ありがとうございました｡

ゴルフ部会　篠原唯史会員

□6月10日､町田年度最終北東マスターズゴルフコンペ

を開催致します｡大勢の皆様のご参加をお願い致します｡
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地区ロータリー財団部門

財団奨学･平和フェロー
･学友委員会

委員　島田昌明様

(川口むさしのRC)

本日は､ロータリー財団部門の財団奨学･平和フ

ェロー･学友委員会を卓話としてお呼び頂き誠にあ

りがとうございます｡私は､川口むさしのRCより出

向しております島田昌明です｡

今日は､財団奨学生の坂本麻由里さんの卓話で､

皆様一人一人が何かを感じ､さらにこの委員会の役

割をご理解していただければ幸いです｡
■ー　卓話の前に､この委員会の役割をご説明いたします｡

貴クラブの内田委員長を中心に5人の委員会で構成
されており､ロータリー年度に関係なく､左右され

ることがなく活動しています｡次年度は､内田委員

長がガバナー補佐就任のため抜けてしまいますが､

新たに頼りがいのある町田会長の加入により嬉しく

思っています｡

役割は､財団奨学生の募集で大学廻りから始まり､

2日間の選考試験､留学までの5回オリエンテーシ

ョン､各クラブの卓話への同伴､昨日行われた知事

表敬訪問で埼玉親善大使委嘱書授与式の参加､そして､

出発までのフォローです｡

平和フェローは､ ICU(国際基督教大学)修士課程へ

学びに来る留学生(フェロー)のカウンセラーとして2

年間お世話することです｡ちなみに､今月後半に屋

形船で懇親会があります｡

′.へ　　学友は､財団奨学生が日本に戻ると自動的に学友

会に入会します｡次年度から新たに学友委員会が発

足する関係上離れてしまいますが､これからも財団

奨学生の選考会も含めフォローもして頂くので､全

く縁が切れるという訳でもなく､逆に委員会でも学

友にできることはフォローしていくつもりです｡

このように､我々委員会は､相手がロータリアン

ではなく､多くは学生でありますので､大変なこと

もありますが､特に財団奨学生の成長していく過程

や平和フェローとして日本に学びに来る優秀な外国

人をお世話できることの幸せを感じております｡

Be a gift to the world

｢留学で学ぶこと､その意義｣

2770地区2016-2017年度派遣

ロータリー財団奨学候補生

(留学予定地　オーストリア)

坂本麻由里(さいたま新都心RC)

皆様こんにちは｡ 2016-2017年度派遣候補生の坂本

麻由里と申します｡本日は卓話の機会をいただきあり

がとうございます｡よろしくお願いいたします｡

私は高校生の時に出会った何気ない一枚の絵が心の

支えとなり､救われた体験から美術の道を志しました｡

私は絵を見た人の心が安らぐような作品づくりをモ

ットーに制作を続けており､人々の生活の営みや生命

の温かさを画面から感じられるような風景画を描くた

めに､日々研鉾を積んでおります｡

日本画を描いている私がなぜ留学先にオーストリア

のウィーンを選んだのかというと､大きく2つのこと

が挙げられます｡

1､伝統を重んじるウィーンでの現代作家の作品の方

向性と美術教育

2､日本美術とも深い繋がりのある画家､グスタフ･

クリムトの研究(金の使い方､装飾的な絵画表現､

画面構成など)

様々な素材が使われるようになり日本画のジャンル

分けが困難になってきている近年､日本画の表現方法

も日々進化しております｡しかしクリムトが感銘を受

けたような金箔などの日本画の伝統的な表現方法は日

本文化の強みであると考え､伝統的な画材を用いた日

本画の新しい表現方法の可能性を研究したいと思って

おります｡

そして留学の意義や今後の生かし方については､岩

絵具と無形文化遺産にも指定された日本の誇れる和紙

を使用した作品を海外で発表することにより､日本と

海外の文化交流にも貞献できるよう努力したいと思っ

ております｡また､制作活動を続けることで､人々の

心の平和に貢献していきたいと考えております｡

現在も日々進化している人工知能の発達が進んだ時

代において､自分で-から創造するということの難し

さや大切さを心に刻み自分が今何を想い願うのか､今

を描いていくことを続けていきたいと思っております｡

(卓話要旨)



地区財団奨学･平和フェロー委員会委員島田昌明様

本日は卓話にお呼び頂きありがとうございます｡

財団奨学生の坂本さんのお話を是非聞いて感動し
て頂ければ幸いです｡

町田信行会長　皆様こんにちは｡ 2週間ぶりのご無

沙汰です｡本日の卓話､ロータリー財団奨学生坂

本麻由里様よろしくお願い致します｡財団奨学･

平和フェロー委員島田昌明様ようこそ日　米山奨学

生鳥目竿さんようこそ!!

横田　元　会長エレクト　5月7日(土)､ラフレさい

たまにて米山記念奨学生入学式に斉藤カウンセラー､

奨学生烏さんと3人で出席致しました｡大変楽し
い入学式でした｡本日の卓話､坂本麻由里様楽し

みにしておりました｡島田様ようこそ｡

浅見　定副会長　本日の卓話､ロータリー財団奨学

生坂本麻由里様よろしくお願い致します｡次年度

財団奨学･平和フェロー委員島田昌明様(川口むさ

しのRC)よろしくお願い致します｡米山奨学生り･

ヒハンさんようこそ｡

上野拓也幹事　本日の卓話｢ドイツ語で学ぶ日本画

について｣次年度財団奨学･平和フェロー委員会

委員島田昌明様､ロータリー財団奨学生坂本麻由

里様よろしくお願い致します｡米山奨学生り･ヒ

ハンさんようこそ!!

熊野義治会員　今日は｡不陽気ですね｡健康第-で

頑張ります｡

篠原唯史会員　ロータリー財団奨学生坂本麻由里様

卓話ありがとうございます｡地区財団奨学･平和

フェロー委員会島田昌明様ご苦労様です｡

内田康信会員　本日の卓話者ロータリー財団奨学生

坂本麻由里さんは､昨年の7月より5回のオリエ

ンテーションが終わり､ウィーンに日本画の勉強

に行く前に卓話をお願いしました｡

斉藤忠治会員　ロータリー財団奨学生坂本麻由里様､

本日はようこそ浦和北東においで下さいました｡

卓話よろしくお願いします｡米山奨学生り･ヒハ

ンさんようこそ｡会員の皆様､彼女に気軽に声を

かけて交流を深めて下さい｡

囲谷昭吾会員　木々の緑も濃くなり､本当に春らし

くなりましたね｡前回のしぶや苑での例会では､

lu.yIへのプレゼントになろう

斉藤会員に大変お世話様になり､厚くお礼いたし

ます｡今日の卓話､財団奨学生の坂本麻由里様ご

多忙のところ有難うございます｡よろしくお願い

します｡又､米山奨学生の烏日宇さん先回に続き

ご苦労様です｡

富樫　孝会員　次年度国際奉仕委員会にて､横田会

長エレクトよりの金一封の一部をニコニコに入れ

させていただきます｡

吉田律子会員　雨が上がりました｡九州地方は如何
でしょうか?心配です｡五月が始まり､今年度も

後2ケ月ですね｡皆でがんばりましょう｡

宮坂秀樹会員　電車で携帯電話を拾い届けました｡

義絹金を出しました｡夕方､次年度クラブ広報委

員会の集まりがあります｡

清水敏夫会員　こんにちは｡忙しいです｡

岡崎　渉会員　熊本地震､このところ雨の目が多い

ようで気になるところです｡

繰越金1,179,000円　本日53,000円　計1,232,000円

】2016学年度米山記念奨学生

害鳥日宇さん
奨学金ありがとうございま

す｡大切に使います｡

清水敏夫次年度幹事

□2016学年度米山記念奨学生入学式､ 5/7ラフレさ

いたま､横田会長エレクト､斉藤カウンセラー､奨　′｢

学生烏日宇さん出席｡
□地区米山奨学生主催研修旅行､ 5/22米山記念館

□第4回次年度理事予定者会議､ 5/17､ 10:30 ｢高砂｣

クラブ協議会､ 13:45 ｢高砂｣

□創立30周年記念式典､ 2017年6月2日に決定｡
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例会日　毎週火曜日12:30-13:30

例会場　浦和ロイヤルパインズホテル
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事務局　さいたま市浦和区高砂2-2卜3

内田ビル3階〒330-0063

TEL 048-81 4-0450

FAX 048-81 4-0460

会　　長

会長エレクト

副会長
幹　　事

S A A

副幹事
クラブ広報委員長

町田　信行

横田　　元

浅見　　定

上野　拓也

熊野　義治

鈴木寿和･飯田晃生

大熊　勝巳


