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例会日：水曜日12時30分／月末は夕刻例会

通算 1874回 例会

18時30分

平成28年07月13日
◎司会：中山康徳 SAA

会長の時間

◎点鐘：石井典男会長

幹事報告

石井典男 会長

市川富夫 幹事

先日、参議院選挙の投票が行わ
れ、あのような結果がでました

前嶋ガバナーより

●

が、本日卓話をお願いした小島

公式訪問の件

名誉会員の専門分野でもありますので、じっくりとその辺の

2016-17 年度ＨＰ出来ました。

お話が戴け、今後の政局についてもお聞かせ願えるものとご
期待申し上げるところであります。

http://www.rid2570.gr.jp

第 15 回ロータリー全国囲碁大会の案内

先日７月９日土曜日に、嵐山町にある国際女性教育会館に

●

してまいりました。最初の前嶋ガバナーの挨拶の中で、大学

●

おいてロータリー米山記念奨学部門のセミナーが、有り参加
卒業後当時の三井信託銀行へ入行・就職されましたがその三

10/15（土）10：00

コーディネーターニュース 2016.8 号
ハオライトよねやま 196

●

井信託銀行は、あの米山梅吉氏が創設された銀行であって特

●

考え深いものが有ると、おっしゃっていらっしゃいました。

●

第 2 回会長幹事会の案内

に当日は、米山記念奨学部門セミナーということで、非常に
入行当時の先輩で、川口在住の方に前嶋さんが本年度ガバ
ナーをおやりになるという事を、お話しされるとその先輩か
ら米山梅吉さんに関係する本が送られてきたそうです。当日

は、12 名の奨学生が参加され３分間スピーチとして各人が
奨学生になった経緯や現況を報告されていました。

ロータリー米山記念奨学会は評議員と理事で構成され最近

まで、秩父ロータリークラブの金子千侍氏が副理事長として
活躍されていらっしゃいましたが、お亡くなりになり、パス
トガバナーの加藤玄静さんが理事に就任されたという事で御
挨拶が有りました。

加藤玄静さんは私が入会した翌年にガバナーになられガバ

ナー公式訪問のときに、入会２～３年以内のメンバーが集め

8/4 か 5 湯本ホテルにて

熊谷暴力排除推進協議会より

28 年度分￥5,000 納入依頼

●

熊谷市青少年非行防止大会プログラム届いております。

立正大学学園新聞 7 月号

●
●

年度計画書（熊谷ＲＣ・行田ＲＣ）が届いております。
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出席

欠席

MU

出席率

7.13

20

8

1

72.4%

ニコニコ BOX
石田

純道 委員長

られ役員室でご指導をうけた経験があります。

加藤さんは例会で唱和される「四つのテスト」について、た
だ唱和するだけでなくぜひ実践してくださいとおっしゃって
いました。

熊谷南ロータリークラブの渡辺会長とも話をしたのですが

１０月の末頃複数の奨学生をお呼びして合同にて、例会を開き

たいと思っております。また後程理事会でお諮りしていきたい
と思っておりますので、よろしくお願い致します。

〈本日 7/13 のプログラム〉
卓話
名誉会員 小島敏男氏

石井会長・武藤副会長・市川幹事

石井年度もおかげ様で順調そうです。
（一見）今後も宜しく
お願いします。
石井典男会長

本日は小島名誉会員の卓話です。参院選の後、都知事選の前
でもあり先生の的確なお話をお聞かせいただけるものと思い
ます。

石田純道会員

小島様、本日の卓話楽しみにしておりました。宜しくお願い
致します。
kumagaya-east-rc.com

2-1

清水利夫会員

ンであり、これから積極的に活用しなければならない職場で

率の向上とニコニコＢＯＸの大量投函が計られています。

輩各位に心から敬意を払うものであります。

小島敏男先生には、卓話有難うございます。おかげ様で、出席
藤澤貞彦会員

理事長ご就任おめでとうございます。小島先生の卓話を楽し
みにしておりましたが、秋にオープンいたします豊洲市場の
施設内覧会に参加する為例会に出席出来ません。とても残念
です。

吉田繁会員

皆様、こんにちは。小島先生今日は卓話講師でお越し頂きあ

もあります。今日まで継続して実績を積み上げられてきた先
私も昭和 47 年、およそ 43 年程前になりますが、熊谷市議

会議員 1 期目の時、アメリカ、ヨ ーロッパ等を 2 ヶ月とい
う短い期間でしたが念願の「一人旅」をしたことがありまし
た。当時は「ユーロ」のような統一通貨がなく大変苦労致し
ました。ドル、ポンド、マルク、フラン、リラ、ルピー等々
入国する度に頭を切り替えての対応でしたが、若さ故出来た

のだと思います。この得難い体験はその後の人生に大きな影
りがとうございます。
前年度でも大変お世話になりましたが、 響を与えてくれました。帰国して早速姉妹都市を結ぶ必要性
今年度もご指導の程宜しくお願い致します。
を質問したことをはっきりと憶えています。この国の「カタ
市川富夫幹事

チ」は幕末から明治にかけて世界の先進国をつぶさに視察し

致します。

います。ヨーロッパから見れば極東のー島国であり、四方を

名誉会員の小島敏男様、歓迎いたします。卓話宜しくお願い
中山康徳会員

本日の卓話では、御多忙中にもかかわらず、小島名誉会員に
お越し頂き、誠にありがとうございます。
小川 智会員

小島先生、本日の卓話宜しくお願い致します。色々と勉強さ
せていただきます。
宮川進会員

小島敏男名誉会員、卓話ありがとうございます。毎回楽しみ
にしてます。
高橋勤二会員

海に囲まれた資源のない国がこれから生き抜くためには何が
必要か、今こそ最優先で考える時です。総理も時間が許せば
外国に足を運んでおられます。初めて訪問する国々も多く見
受けられますが、細い糸でもしっかりと繋いでおくことが将
来にとって重要であることを認識しておられるのではないで
しょうか。

「貿易立国」は当然ですが、世界でも珍しい四 季折々の風情

を楽しめる安心 • 安全な美しい国の「観光立国」
、伝統文化

を中心とした誇るべき「教育立国」
。今必要なのはこれらを
推進する人材育成です。協会が進めている日本人学生と外国

小島先生、卓話よろしくお願いします。

人留学生の相互乗り入れを拡大するのは今が最高の状況だ

野中弘之会員

小島名誉会員の卓話、どんなテーマを取り上げられるのか楽
しみです。

岩崎孝男会員

小島君には本日の卓話を快くお引受けをありがとうございま
す。お話を楽しみにしております。

と思います。平成 27 年国内には 223 万人の外国人が住ん
でいます。この内埼玉県は 14 万人で全国 5 番目、県民の約

52 人に 1 人が外国人です。協会内に常設している「外国人

総合相談センター埼玉」では在住外国人はもとより県内市町

村等公共機関などから年間約 5 千件の相談に対応していま
す。県内各地に国際交流の拠点が数多く見受けられ、それぞ
れが独自のアイデアで盛り上げておられることに感謝してい

ニコニコ BOX

本日

累計

7.13

￥20,000

￥64,000

ます。これからは各地の協会の結束を深めより一層外国から
来られた方々が満足して楽しい人生を送ることができるよう
に努力していきましょう。

卓話
名誉会員

見聞を広めた方々の影響が大きかったことは歴史が証明して

今後とも各種団体企業の皆様のより一 層のご支援をお願い

小島敏男氏

致します。

4 月より理事長に着任し、職

員に辞令を交付した後「皆さ
んが現在行っている仕事は、

埼玉県はもとより、日本が目指しているもので一番重要な仕

事です。頑張ってください。
」と挨拶致しました。そして幹
部職員には、今までの踏襲だけではなく「不易流行」の言葉
の如く、良いものは残し、変えるべきものは改める精神でい

きましょうと話しました。2019 年のラグビーワールドカッ
プ、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの開催は

すぐ目の前に来ています。日本政府観光局の発表によると、
訪日外国人は今年 2 千万人を突破し、今後の目標を 4 千万

〈次回 8/3 日のご案内〉

人としています。宿泊施設やインフラ整備、地方の受け入れ

は大丈夫なのか、残された時間はあまりにも少ないのです。
本協会は昭和 62 年、今から 28 年前に誕生しています。国
の各省庁全てに少なからず関係を持っている重要なセクショ
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理事会報告
クラブフォーラム：地区会員増強委員長
会員・パートナー誕生祝
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