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REACH WITHIN TO EMBRACE HUMANITY

心の中を見つめよう 博愛を広げるために
３月３日にはＩＭが行われました。高校生の活躍
がとても良かったと思っております。24 日（土）に
大宮西ＲＣ主催のチャリティーコンサートがありま
した。これは埼玉栄高校と宮城県立塩釜高校の吹奏
楽部による演奏だったのですが，これもとても感動
的でございました。ＩＭでの浦和市立高校のリベー
トチーム，吹奏楽部などで音楽に情熱を燃やしてい
る高校生，大宮開成高校ＩＡＣの心からの奉仕活動
に励んでいる高校生，これからの日本をお願いする
高校生たちの活躍ぶりに本当に目を見張るものがあ
って，見直したものでございます。
３月８～11 日まで台湾を訪問いたしました。会員
の皆様ご家族の皆様の協力がありまして，27 名の大
部隊で永和ＲＣを訪問いたしました。その熱烈な歓
迎振りには本当にびっくりいたしました。私もすっ
かり緊張してしまい，後から参加してくれた幹事の
顔を見てほっとしたしだいです。日本からは阿波池
田ＲＣ，名古屋清洲ＲＣ，川崎百合丘ＲＣ，そして
大宮南ＲＣの４クラブが参加いたしました。しかし
台湾の方々のパワーには本当にびっくりして，比べ
て日本人は良く言えばお行儀が良い，おとなしい感
じでございました。その後に新幹線に乗って台南ま
で移動したり，お食事は全て美味しいものばかりで
したし，大変内容の濃い訪問だったと思っておりま
す。堀会員，黒臼会員大変お世話になりました。
来月は地区協議会もありますし，シティＲＣとの
合同例会も予定しておりますので，どうぞよろしく
お願いいたします。
☆報告
・次の米山奨学生の方が決まり，カウ
ンセラーを黒臼さんにお願いすること
になり，委嘱状が届いております。

第 1635 回例会プログラム

＜大宮シティＲＣとの合同例会＞
12：30 開会点鐘
ロータリーソング
ビジター紹介
セレモニー
会長挨拶及び報告
幹事報告
各委員長報告
講演
出席報告
ニコニコボックス報告
13：30 閉会点鐘

杉山裕太郎氏

町田
侃先生（大宮開成高校）
市川 綾香様（大宮開成高校ＩＡＣ元副部長）
杉村 敏明様

会長挨拶及び報告
八木嘉奈枝会長
ホームでの例会お久しぶりでございます。今年は
非常に寒かったせいでしょうか，お花も遅れており
まして，今頃梅の花が満開，桜の花も２，３輪ほこ
ろんでいるところもあるようです。黒臼邸はいかが
でしょうか。
（まだ 1 輪も咲いていません←黒臼）来
週は観桜会ということで，黒臼邸でお花見例会を行
いますので期待しております。
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② ２７７０地区震災復興支援の内容が埼玉新聞に
掲載される。

☆ポールハリスフェロー感謝状・バッチ授与
八木嘉奈枝会長様

◇各委員長報告◇
山崎 光夫ロータリー情報委員長
「ロータリーの友」４月号に大宮
南ＲＣのバナーが載ります。39 ペー
ジのロータリーの３大義務（例会出
席，会費納入，
「ロータリーの友」を
読む）
について載っておりますので，
ぜひそれを読んでください。

☆ベネファクター感謝状授与

猪股 昭久副幹事

シュレスタ・ラジャン・クマル君

ご挨 拶
町田
侃先生
皆様のお手元にある卒業アル
バムを生徒が作ってくれました。
内容も素晴らしく，お世話にな
った皆様に配らせていただくこ
とになりました。元副部長に語
らせますので，短い時間ですが
お聞き下さい。
市川 綾香様
今日はこの卒業アルバムを渡しに来ました。私が
このアルバムを作ろうと思ったきっかけは，３年間
本当にお世話になった町田先生に恩返しを込めたか
ったからです。配った方々には本当に感謝され，作
って良かったと思っています。
クラブ活動を通じて色々な方に
出会うことができ，大宮南ＲＣ
の皆様には本当にお世話になり
心から感謝しております。３年
間ありがとうございました。

幹事報告

（永和ＲＣ三十五周年台北訪問）

☆米山奨学金授与

クラブ交流

行気なく 勧めに応じ ありがとう
友人の クラブ記念日 大参加
旧友が 多くの友連れ 歓送迎
行列で 笑顔再会 記念式
式典で ダンス体操 リラックス
台南に 高速列車 蘭展へ
人出増し 蘭花見づに 衣を追う
暑いはづ 北回帰線 寒戻り
気にするな 品数豊富 バイキング
歩巾決め 止めてはだめだ 免税店
初友と 旧友一緒 皆仲間
未来に向い 扇を開く

大沢 守輝幹事

台湾に行く頃からのことを川柳にしたためました
のでそれをご披露いたします。
最初は台湾には全く行く気が無かったものですか
ら，このような出だしになりました。２句目からは
台湾に行った様子です。日本からは４つのクラブが
参りましたので，本当に大勢の仲間と一緒でした。
３句目，行った時の歓迎，帰る時の様子，我々が今
度招く特には果たしてこんなに歓迎して送り出せる
のか考えました。４句目，迎えてくれる人たちの様
子がとても素晴らしかったのを詠みました。
５句目，
式典の中でダンスをやっているはずなんでしょうけ
れどもすごい体操で，汗びっしょりになりました。
非常に楽しい会でした。６句目，高速列車に乗って
世界蘭展に行きました。
７句目，あんまり人がい
るものですから，蘭を見
ていると友達がどこかへ
行ってしまう，ですから
友の頭を見ながら歩くと
いう状態で大変でした。
８句目，本当は赤道が通

大沢 守輝幹事

① シュレスタ・ラジャン・クマル君が修士の学位
を取得した。
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っているものですから暑くなるのは当たり前だと思
っていたのですが，非常に寒かったです。９句目，
太るとかやせるとかそんなことを気にしていたら食
事が先に進まないだろうと思いました。10 句目，足
を止めて見ているとすぐにつかまって何か買わされ
てしまいますから，ずっと歩いていました。最後に
は川柳ではなく五七五でまとめてみました。

本年度の合計 ￥470,000
・色々ご協力ありがとうございました（八木）
・町田
先生，市川さんようこそ（宗像）
・町田先生，市川さ
んようこそ。ラジャンさん本日が奨学生として最後
の例会になります。
今後の活躍を期待いたします
（黒
臼）
・ラジャンさんご卒業おめでとうございます。市
川さん素敵なアルバムありがとうございます。町田
先生ようこそいらっしゃいました（大沢）
・お客様よ
うこそ。ラジャン君台湾旅行良い思い出になりまし
たね。これからも元気でご活躍下さい（押目）
・開成
高校町田先生ほかようこそ。シュレスタ・ラジャン・
クマルさん卓話ありがとうございました。私よりも
ラジャンさん頑張って（山崎）
・ミスターラジャンこ
れからも頑張って（鎌田）
・ミモザの花が満開です。
来週のお花見楽しみです（阪）
・台湾旅行皆さんにお
世話になりました。ありがとうございました（樺
沢）
・先日は台湾に連れて行っていただき大変ありが
とうございました（猪股）
・３月この季節は歓送迎会
がたくさんありますね。別れがあるから出会いがあ
ります。出会いがあるから別れもあるのです。市川
さんご卒業おめでとうございます。これからもご活
躍をご期待しております（張）
・来月の観桜会を楽し
みにしております。開花間に合いますように（柴
田）
・最後までお世話になりました。ありがとうござ
いました（シュレスタ・ラジャン・クマル）
・台湾訪
問の際は大変お世話になりました。一生涯の思い出
になりました。本当にありがとうございました（須
永）
◇本日の司会者◇
黒臼 秀之ＳＡＡ

シュレスタ・ラジャン・クマル君
最後までお世話になりま
した。ありがとうございま
した。皆様からいただいた
奨学金で学費と生活に使い
ました。それでバイトより
勉強にたくさん時間を使う
ことができました。そのた
めに無事に卒業しました。
クラブの飲み会や旅行や家
族会や色々なことに，知らぬ間に自分の子供みたい
に参加させてくださいまして，
とてもうれしかった，
とても楽しかった。
こういうプログラムに参加して，
私の国と異なる日本の文化と習慣をもっと勉強でき，
より深く日本について知ることができました。それ
で日本の文化を愛するようになりました。黒臼さん
の家は日本の僕の家のような気がしています。日本
には６年位いますが，このように日本の文化に触れ
ることができたのは初めてでした。
38 年の年の中で一番経験豊富な年になりました。
これは南ＲＣのやさしい方々のおかげでこういうこ
とができました。これを一生死ぬまで財産として大
切にしていきます。
今後は，国に帰りネパールで貧しい子供たちのた
めに小さな学校を作り勉強させていきたい，また日
本の旅行者がネパールで困っている時は僕が助けて
あげたい，そんな大きな気持ちを今持っています。
大宮南ＲＣの皆様の優しさと心の温かさ，私が日
本の文化を愛するようになったこと，
私の財産です。
ずっと大切にしておきます。本当にお世話になりま
した。本当にありがとうございました。

出席報告

観桜会
平成 24 年４月３日（火）黒臼邸

◇新入会員入会式◇
杉村 俊明君
入会年月日：平成 24 年４月３日
事 業 所 名：株式会社オフィスハンツ
ＴＥＬ：０３－３５４６－２７６８
ＦＡＸ：０３－３５４６－２７６９

樺沢 二郎ＳＡＡ

会員数 35 名 出席者数 14 名 出席率 40.00％
前回修正出席率 71.40％

福地 賢君
入会年月日：平成 24 年４月３日
事 業 所 名：サッポロビール(株)埼玉統括支社
ＴＥＬ：０４８－６４２－２２３０
ＦＡＸ：０４８－６４２－３６３５

龍前 篤司会員
本日の合計 ￥16,000
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