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小沼岳司 副会長
社会福祉法人 太陽の会
理事長代理 兼 副理事長 鈴木亮一 様
副理事長 兼 施設長 久米節子 様
副施設長 兼 事務長 神垣正則 様
佐野 巖 会長
先週でゴールデンウイークが終わり、
5/2（月）
、5/6（金）の２日間を
休みますと１０日間にわたる長い休
みになりました。私は高校の同級生
と会って、酒を飲み交わしました。
共に石川県能登半島の出身で、ロー
マオリンピック水泳で活躍した山中ツヨシの母校であ
る輪島高校時代の友人です。１８才で知り合い、今もっ
て時折会って美味しい酒を飲んでいます。さて、ここで
皆さんに質問を出したいと思います。能登を譬えた言葉
ですが、
「能登のやさしさ １．土までも ２．人まで
も ３．金までも」さあ！どれでしょう？ 答えは１．
土までもです。機会が有りましたら、是非能登に行かれ
て素朴な人情とやさしさに触れてみて下さい。
今日は外部卓話になっております。社会福祉法人 太陽
の会の皆様お忙しい中、当クラブにお越し頂き有難うご
ざいます。宜しくお願い致します。

町田宏遠 幹事
・6/7 理事会報告、結婚・誕生祝い、第 2570 地区キャ
ラバン隊受け入れ「さきたま古墳群の世界遺産登録推進
キャンペーン」
・6/14 職業奉仕委員会担当 大宮西高生 15 名を招き、
木下会員、堀越会員の卓話
・6/21→26（日）に振り替え シルクドソレイユ鑑賞と
ヒルトンホテルにて食事
・6/28 最終例会 クラブ協議会
・熊本震災義捐金は、1,000 円×48 名分をスマイルより
捻出。
企業訪問の際に集めた 28,000 円と併せて送金。
・クールビズ６月～９月か１０月まで。
・2017-2018 年度青少年交換派遣学生募集。下記募集
要項参照。お申し込みは幹事又は事務局まで。

青少年交換派遣学生募集
○資格：応募時点での年齢が 15 歳以上 17 歳以下の高校
1・2 年生で、第 2770 地区内に居住又は地区内の高校
に在学中の日本国籍を有する者。
○派 遣 期 間：2017 年 8 月～2018 年 7 月
○派遣留学予定先：アメリカ・カナダ、メキシコ、ブラジ
ル、台湾、韓国、ヨーロッパなど。
○募 集 説 明 会：2016 年７月 3 日
○応 募 締 切：2016 年８月 3 日
○試験：第一次 2016 年８月 21 日（日本語・英語筆記）
第二次 2016 年８月 28 日（日本語・英語面接）
○合 格 発 表：2016 年９月下旬
*是非、会員のご子弟の応募をお待ちしております！
ご親戚、お知り合いでも構いません。

５月米山奨学金＆ジェネッサお小遣い授与

出会いに感謝して

OMIYA CHUO ROTARY CLUB
見富カウンセラー（清水沙奈さん４月報告）
「以前より好成績が取れるようになりました。今月は遠
足がありシカゴの美術館に行きました。あと学校に行け
るのが 30 日もないと思うと悲しいですが、残りを大切
に過ごしたいと思います。9 日に新しいホストファミリ
ーに引っ越しました。一人っ子で少し静かな気もします
が、大変良くして頂き、毎週のようにどこかに連れて行
ってくれたりします。春休みにカウンセラーさんがフロ
リダ旅行に連れて行ってくれました。ディズニーワール
ドに行ったりビーチに行ったりしました。7/15 出発、
16日着の飛行機に乗りますので、
宜しくお願いします。
」
ホストファミリーの職業ですが、電気流通会社に勤務さ
れているそうです。

星沢次年度社会奉仕委員長 次年度に地区補助金を
使って、お散歩カー4 人乗り 1 台と、7 人乗り 1 台を
寄贈させて頂くことを進めております。設立が 6/1 予
定で、これから施設の方を整えていくという状況です。
社会福祉法人 太陽の会 私達はさいたま西乳児院
です。養育者は、看護師、保育士、児童指導員。それ以
外に、心理食栄養士調理師、嘱託小児科医、家庭支援専
門相談員、里親支援専門相談団員、個別対応職員などの
専門的な知識技術を持った職員が働いています。色々な
事情でご家庭で育てられない乳幼児を養育する施設で、
0 歳～2 歳までが対象です。乳児院の役割は赤ちゃんの
命を守り、育むことにあります。24 時間、365 日体
制で安心安全で安定した生活を提供できるということ
です。これからの設立となりますので、是非ご協力をお
願い致します。
3 歳～18 歳までの施設も作る予定です。
後援会は法人１年間１万円、個人 1 年間千円、年４回
活動報告をします。あわせてこちらの方もお願い出来れ
ばと思います。

おめでとう
ございます！

2015-2016 OMIYA CHUO ROTARY CLUB
副会長：坂 仁視、小沼 岳司
幹 事：町田 宏遠
会報・広報委員長：入江 信仁

見富出席委員長
会員数：48 名

出席者数：36 名 出席率：86％
（順不同）

浅海会員

○太陽の会 鈴木様、久米様、神垣様、ようこそおいで下さ
いました。
・・・・・・・・・・・・・・・・佐野 巖会長
○本日は卓話楽しみに参りました。
・・・・・・松山哲則会員
○太陽の会の皆様、ようこそ。
星沢義隆会員、熊木広光会員、深田将由会員、川西英章会員
○「太陽の会」の皆さんガンバッテください！・坂 仁視会員
○太陽の会の皆さん、卓話有難うございます。
・・・・・・・・・・・・・・林 正憲会員、泉 英明会員
○太陽の会の皆様、卓話有難うございました。
・守屋 実会員、
御畑博司会員、徳永誠三会員、勝野由行会員、堀越太志会員、
小沼岳司会員、東山 大会員、山田善信会員、木下 恵会員、
南 慎一郎会員、深田将由会員、川西英章会員
○当クラブ再入会していただき感謝しています。柴田 功会員
○苦節７年のサクランボ「里錦」がたわわに実をつけた為、
本日友人を招待したのですが、午後なんと１粒も残さずカ
ラスに食べられてしまい、ショック！・・・見富清一会員
○理事会お疲れ様でした。あと１回です。
・・・町田宏遠会員
○理事会お疲れ様でした。佐野年度も残りわずかです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・切敷健一会員
○理事会お疲れ様でした。
・・・・・・・・・南 慎一郎会員
○第９回アートフルゆめまつり2016 大盛会で終了致しまし
た。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・久世晴雅会員
○先日のアートフルのおかげで大宮の町内も久しぶりににぎ
わいましたね。
・・・・・・・・・・・・・・酒井正次会員
○いつもありがとうございます。
・・・・・・・浅海康行会員
○決して一か八かというきわどいところまで進んではいけな
い。それが夫婦生活の第一の秘訣である。
ドストエフスキー・・・・・・・・・・・・吉澤俊一会員
○佐野年度１ヶ月半となり会長、理事役員の皆さん、有終の
美の為に頑張って下さい。
・・・・・・・・品川喜久郎会員
○息子が結婚して子供３人ようやく片付きました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・樋口領治会員
○鈴木真琴さんようこそ。もう静養は終わりましたか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岩渕孝男会員
○一昨日、今シーズン初のゴキブリを発見。天井近くにいた
ため、ジャンプしてひっぱたきました。着地の際、足をす
べらせ背中を硬い机で強打。ゴキブリは逃げ、たおれたの
は私でした。痛いです。
・・・・・・・・・・鈴木真琴会員
○誕生祝いありがとうございました。
・・・・・川㟢彦一会員
○おつかれ様です。
・・・・・・・・・・・・・柏木英太会員
○遅れてすみません。
・・・・・・・・・・・・入江信仁会員

本日のスマイル合計：
３８，０００円
本年度スマイル累計：１，０３４，９００円

創 立：昭和 62 年 3 月 3 日
例会日：毎週火曜日
時 間：１８：３０～１９：３０
例会場：大宮サンパレス

