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2017 年 8 月 22 日（火） 第 1523 回
小沼ＳＡＡ
青少年交換学生 アナスターシャ グラネンコ さん
青少年交換学生（大宮西高）藤崎連弥さん

坂 会長
今日は、フランスから交換留学生の
アナスターシャさんが今朝 8:20 に成
田に到着されました。
「Ana！welcome
home omiya chuo rotary culb! We
welcome you very much living in
Japan.」今日は東山さんが通訳の予定
でしたが遅れているので、藤崎君とフランス語の得意な石
川先生が通訳で入っていますのでよろしくお願い致します。
彼女はカタカナが書けるそうです。ロシア語とフランス語
と英語、若干の日本語がしゃべれるそうです。来日中のカ
ウンセラーの星野さん、ホストファミリーの林さん、通訳
の東山さん、会報広報委員長の松山さん、入江幹事、運転
手として切敷さんと共に成田に迎えに行ってきました。林
さんの所にホームステイをお願いしておりますが、1 年間
アナスターシャさんをしっかりサポートして、楽しく日本
での生活を過ごしてもらいたいと思っておりますので、是
非、会員の皆様にもご協力を頂いて、学校が休みの時には
彼女を色々な所へ連れて行って頂きたいと思います。予定
のある方は是非、星野カウンセラーまでお申し出下さい。
藤崎君も今朝は直接成田にお出迎え頂いて有難う。彼は来
週の 29 日からフランスのニースに行きます。また、毎回お
話をさせて頂いておりますが、会員増強、是非、若い方や
女性のご紹介をお願いします。それと財団・米山へのご協
力もお願い致します。

［会場］大宮サンパレス

新会員卓話

たいと言うので連れて来ました。日本語も少し通じます。
家はニースの港から 2 時間位で、お父さんは弁護士でお母
さんは不動産屋をやっていて、お父さんはロータリアンだ
ということが分かりました。例会は土曜の夜ということも
聞きました。彼女は日本にだいぶ興味を持ってるという気
がしました。英語は殆ど出来ます。二人目の受け入れがま
だ決まっていないので、
皆さん是非宜しくお願い致します。

青少年交換学生 アナスターシャ グラネンコ さん
私はフランスから来ましたアナです。今日は朝 8 時に成田
に着きました。16 歳です。ロシア人でフランスに住んでい
ます。1 年間宜しくお願いします。
青少年交換学生 藤崎連弥さん 二行位、フランス語で
挨拶をしたいと思います。
「僕は来週フランスに行きます。
沢山友達を作りたいと思います。
」
←
バナー
授
与

入江幹事
・地区より、北九州豪雨義援金、第 2770 地区で総額
3,042,607 円（当クラブでは 58,000 円）集まりました。
ご協力有難うございました。
・ＲＬＩパートⅡセミナー 9/15 大宮市民会館にて。予定
者は、堀越会員、松山会員、山田会員、鈴木克典会員で
す。スケジュールの調整をお願い致します。
・来日学生オリエンテーション 9/3 大宮パイオランドホテ
ルにて。予定者は東山青少年奉仕委員長と坂会長です。

ゴルフ同好会 山田会員 8/8 坂年度第 1

ホストファミリー
林会員
家に連れて帰って、疲
れているかと思ったら
、是非、例会に出席し

回ゴルフコンペの結果をご報告致します。
参会者 11 名。優勝：星沢会員、準優勝：鈴
木真琴会員、3 位：山田会員、ブービー：山
本会員、ニアピン：入江幹事、坂会長、山田
会員、星沢会員、ドラコン：坂会長が 2 つ、
川西会員が 2 つ。
次回は 11 月初旬に１泊 2 日で 2 ラウンド
を予定しております。両方でなくても、どちらかでも構い
ませんので、宜しくお願い致します。

米山記念奨学委員会 深田委員長
皆様ご無沙汰しております。8 月の頭に米山
特別寄付のお願いの案内を送らせて頂いてい
ると思いますが、大変申し訳ございません。

会長テーマ 「クラブを見詰め直そう」

仕事の都合でなかなか皆様に直接お願いすることが出来な
かったのですが、今月末が期日になっておりますので、ど
うか宜しくお願い致します。
星野クラブ研修リーダー 昨日、クラブ研
修リーダー主催で長期計画委員会の入江さ
んと一緒に長期戦略について色々ディスカ
ッションさせて頂きました。来週の例会の時
にテーマが設定されて皆さんとディスカッ
ションする事になりましたので、今後どのように運営をし
ていったら良いか話し合いをさせて頂ければと思います。
また、アナスターシャの日本でのお父さんという事でカウ
ンセラーを仰せつかりました。
林さんに任せっきりでなく、
大宮中央の事業として、皆様にも自分の子供としてアナス
ターシャを育てていって頂けたらと思います。

(株)ＪＴＢ関東 法人営業埼玉支店
篠井 仁会員
木下さんの後任で入会されました。
資料を使って、自己紹介、仕事内容、
展望などお話頂きました。

ＭＳ埼玉(株)大島勝利会員
浅海さんの後任で入会されました。
プロジェクターを使って、
自己紹介、
仕事内容、展望などお話を頂きまし
た。

勝野由行委員長
会員総数 ：５３名 出席対象者：３９名
出席者数 ：３２名 出 席 率：６５.31％
前回修正出席率：９１.49％
（順不同）

山本会員

〇林パスト、今回もホームステイの受け入れありがとうござ
います。よろしくお願いいたします。
・・・・坂 仁視会長
〇篠井さん、大島さん、卓話ありがとうございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・坂 仁視会長
〇アナスターシャさんようこそ。藤崎君、気を付けて行って
下さい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 坂 仁視会長
○アナスターシャさん、おつかれのところ、例会に来てくれ
てありがとう。藤崎君、来週からがんばって行って来てね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 入江信仁幹事
○青少年交換学生アナスターシャさん、大宮中央 RC へウェ
ルカム。藤崎君頑張って下さい。先週、諮問委員会参加の
皆さん、お疲れ様でした。
・・・・・・・・・勝野由行会員
○アナスターシャようこそ。Welcome to 大宮中央 RC。藤
崎君頑張ってきて下さい！帰った時のフランス語、期待し
てます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・星野時夫会員
○マドモアゼル アナスターシャ、ようこそ日本へ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 石川力哉会員
○ボンジョルノ、アナスターシャ。
・・・・・・樋口領治会員
○Miss アナスターシャようこそ！1 年間楽しくやりましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 切敷健一会員
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○アナスターシャようこそ！・・徳永誠三会員、町田宏遠会員
○アナスターシャさん、藤崎君ようこそ！
・・・・・・・・・・・・・・小沼岳司会員、深田将由会員
○アナスターシャさん、ようこそ日本へ。藤崎君、本日はよ
うこそ。
・・・・・・・・・・・・・・・・ 南 慎一郎会員
○アナスターシャさん、日本へようこそ。1 年間日本を楽し
んで下さい。藤崎君、いよいよフランスへ出発ですね！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 松山哲則会員
○アナスターシャさん、ようこそ。1 年間楽しんで下さい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 川嵜彦一会員
○大島会員、篠井会員、卓話楽しみにしております。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐野 巖会員
○大島会員、篠井会員、新会員卓話楽しみにしております。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 山田善信会員
○大島さん、篠井さん、卓話ありがとうございます。アナス
ターシャようこそ！・・・・・・・・・・・ 熊木広光会員
○篠井さん、大島さん卓話ありがとうございました。夏休み
は故郷で命のリセットをしてきました。
・・・御畑博司会員
○大島様、篠井様、新会員卓話ご苦労様です。これから宜し
くお願いします。
・・・・・・・・・・・・・齋藤健一会員
○新会員の方々、卓話有難うございます。
・・・ 柴田 功会員
○大島さん、篠井さん、今後とも宜しくお願い致します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 山本英一会員
○本日はつたない話をお聞き頂き、誠にありがとうございま
した。皆様の活動を刺激にして私自身も頑張ります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・泉 英明会員
○卓話を通じて私の事を知って頂ければ幸せです。藤崎君ア
ナスターシャさん、
、貴重な経験を楽しんで下さい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大島勝利会員
○花咲徳栄、埼玉県初の全国制覇目指してがんばれ！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・星沢義隆会員
○徳栄の粘りに興奮してます。明日も興奮させてもらいます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岩渕孝男会員
○今日は女房と二人で久しぶりに興奮しておりました。TV の
高校野球を見て花咲徳栄、明日の決勝、頑張れ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 守屋 実会員
○日曜の息子のレース、今期サイアクの 7 位。シリーズポイ
ント死守せねば！・・・・・・・・・・・・鈴木真琴会員
○客に女房を「我が家の豊田真由子」と紹介したら、ひどく
怒られました！・・・・・・・・・・・・・ 吉澤俊一会員
○この気候で、庭の栗、カリン、ザクロ、柿、ゆずの秋のな
り物、収穫期待度は５％デス。
・・・・・・ 見富清一会員
○カサを持たない日がない 8 月なんて始めてです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・須永茂男会員
○早退します。暑さもう少し続きそうです。
・・久世晴雅会員

本日のスマイル合計： ３４,０００円
本年度スマイル累計：２３０,０００円

←目的・四つのテスト：
星沢会員
←本日の司会：岩渕パスト会長
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