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2018 年 3 月 13 日(火)第 1547 回 会長エレクト担当：PETS 報告、委員会の引継ぎ
酒井副会長
台北幸福ロータリークラブ 謝 冠園 様
坂 会長
本日は台湾から謝冠園さんがお見え
になると、夕方に事務局から連絡が
ありまして、どの様にご紹介をした
ら良いのかなと思いましたら、大変
お心遣いを頂き、素晴らしく綺麗な
日本語で自己紹介を書いて頂きました。冠園さんは東京
大学に留学をされておりまして、1998 年～1999 年が米
山奨学生という事で、日本橋東ロータリークラブがスポ
ンサーでございました。本年は台北の幸福ロータリーク
ラブで国際奉仕委員長という事で、台湾のステージのＰ
Ｒに来られました。現在のお仕事は、高レベル原子力廃
棄物最終処理についての調査という事で、私共 3.11 以
降、本当に放射能で苦しんでいる日本でございます。謝
さんに頑張って頂いて、何としてもこの最終処理、世界
中の注目の的でございます。お助けを頂きたいなと思っ
ております。先週、入江エレクトが PETS を受けていら
っしゃいました。会長になる為の最終的なセミナーでご
ざいまして、入江さんはこれでクラブの承認、地区の承
認も得まして、立派に次年度の会長予定者にならました。
すでに次年度の事が粛々と準備をされております。本日
は入江さんの提案で、初めての試みですが、例会を使っ
て次年度へ委員会の引継ぎを行うという事で、テーブル
分けをしておりますので、宜しくお願い致します。
台北幸福ロータリークラブ 謝 冠園 様
先程お話にありました通り、東京大学に
米山奨学金を頂いて進学出来た事は、大
変有難いです。本当にロータリアンの皆
様には感謝しております。有難うござい
ました。卒業した後、アメリカに何年間かこの研究の為
に行きました。今は台湾に住んでいます。放射線の問題
はもう世界中の問題ですね。日本からも色々な技術を教
えて頂いて台湾の問題を解
決するように頑張っていま
す。今回、日本に来たのは、
「神韻 2018 日本公演」の紹
介に来ました。台湾では知名
度が高く、素晴らしいパフォ
ーマンスです。4/23､24 に川

口に来ますので、是非ご覧下さい。本日はこの様な機会
を与えて頂き光栄です。今後共宜しくお願い致します。

入江幹事
・本日の例会前に持ち回り理事会を開催しました。4、5
月の例会プログラムの変更を承認頂きました。近々に
書面にてご案内をお送り致します。
松山青少年奉仕副委員長「藤﨑連弥君の月次報告」
堀越カウンセラーの代理で報告させて頂きます。体調を
崩すことなく良好です。欠席を一度もした事がありませ
ん。フランス語での授業は難しいですが、英語の授業で
は自分から挙手をして発言しています。化学の授業では
問題文を音読したりなど楽しく授業を受けています。今
月より日本で言う部活の様な活動で、バレーボールを始
めました。ホストファーザーは料理が得意なので、良く
一緒に料理をします。特に魚や肉を使った料理は絶品で
す。この間は僕が鶏のから揚げを作ったところ、とても
好評でした。週末は色々な所に連れて行ってもらいます。
先日はアルプスでスノーボードを初めてやりました。と
ても楽しかったです。アルプスはとても壮大で感動しま
した。9 人の青少年交換留学生と雪の上を歩くラケット
というスポーツをしました。オーストラリアから来た子
は雪を見るのが人生で初めてだったので、とても不思議
そうに雪を見ていました。皆で一緒に雪合戦をしたりし
て、フランスの雪を満喫出来ました。来月はバス旅行が
あり、パリやスペインに行く予定です。また、今は 5/15
に DELLF という試験を受ける為に勉強中です。
入江会長エレクト
3/9、10 に会長エレクト研修セミナーを
受けてきました。RI テーマは「インスピ
レーションになろう」という中々難しい
テーマなんですが、どういう意味かと言
うと、インスピレーションというのは、
動詞形でインスパイア、つまり、きっかけを作るとか刺
激を与えるとか。何か大きい事に挑戦をしよう、インス
ピレーションをクラブや他のロータリアンに与えて下
さいという事です。自分より長く後世に生き続けるもの
を生み出す為に行動を起こす意欲を引き出して頂きた
いというのが強く表現されているそうです。ですので、
私は、例会の開会、閉会の時には、
「be the inspiration!」
と言いながら点鐘を鳴らすことになると思います。地区

会長テーマ 「クラブを見詰め直そう」

テーマは「すべてはクラブ活性化の為に。実り豊かな奉
仕を目指して」という事です。僕が考えていたテーマが
「クラブは一人の為に、一人はクラブの為に」という事
なので、少し共通点があって良かったと理解をしており
ます。当クラブは現在 55 名で女性会員が 0 名なので、
次年度は増強目標 4 名で、うち女性会員を 2 名入れたい
と思っています。それと地区補助金事業に関しましては、
日本円にして 146,000 円、これは私共のクラブは 3 年前
に 100%達成しておりますので、全額は使えると。ただ、
2 年連続同じことをやってはいけないという事になって
いますので、今年度の子ども食堂への支援でなく、別の
奉仕事業を考えるようになります。また、特別枠として、
最高で 10,000 ﾄﾞﾙ使えるチャンスがあるという事です。
これはどういうふうに使えばいいんですか？と地区の
委員長にお尋ねしたところ、物を支援するのではなく、
自立して利益を得られるようになる事を考えて欲しい
との回答でした。僕は、子供たちを交通事故から守る支
援をしたいと思っていますので、物でなく、命を守りた
いんですと言ったら、命を守りたいと考えているクラブ
は２クラブなので、その辺の文面的なものを如何に上手
くするかによって採用されるかもという事でした。研修
1 日目に中川ガバナーエレクトから地区のネクタイを私
と星沢幹事予定者に頂戴を致しました。このネクタイな
んですが、熊木次年度ガバナー補佐からポケットマネー
で次年度の理事役員全員分を買って頂きました。また、
ロータリー手帳を徳永さんに次年度理事役員分を買っ
て頂きました。有難うございました。
星沢幹事予定者 各次年度委員長の方々
には、委員を選任して頂き、3/23 まで
に事務局へ提出して頂くようご案内を
しておりますので、宜しくお願い致し
ます。
（以下、委員会毎にテーブルに分かれ、
本年度の事業報告と次年度への引継ぎを行いました。
）
見富出席委員長
会員総数：５５名 出席対象者：４８名
出席者数：３３名 出 席 率：６８.75％
前々例会修正出席率：８３.02％
（順不同）
○台北より謝冠園様ようこそ。
・・・・・坂 仁視会長
○入江エレクト、ペッツ受講お疲れ様でした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 坂 仁視会長
○入江さんPETS参加ご苦労様です。
お客様ようこそ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 酒井正次会員
○夏が来たみたいですね。暑いです。
・・入江信仁幹事
○入江会長エレクト、PETS ご苦労様でした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 熊木広光会員
○桜のつぼみもふくらんで、春はすぐそこまで来ました
ね！暖かくなると気分も楽しくなりますね！
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 星野時夫会員
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○入江年度の足音が近づいてきました。しっかり引き継
ぎをしましょうね。台湾からのお客様ようこそ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 岩渕孝男会員
○謝さん、ようこそ大宮中央ロータリーへ日本のロータ
リーを楽しんで下さい。
・・・・・・・林 正憲会員
○入江さん、本日はご苦労様です。
・・・川㟢彦一会員
○春になりました。
・・・・・・・・・・泉 英明会員
○お客様ようこそ！吉沢先生お久ぶりです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・御畑博司会員
○梅が散らぬうちに桜の季節を迎えようとして居ます。
体調調整に苦労しています。
・・・・品川喜久郎会員
○皆さん花粉症は大丈夫でしょうか。花粉症に負けない
で、桜見に行きたいと思います。
・・・斉藤健一会員
○入江エレクト、PETS ご苦労様です。台北幸福 RC
の謝さん、ようこそ。
・・・・徳永誠三会員、切敷健一会員、勝野由行会員
○ペッツの裏方さんで財団の同じ話を 9 回も聞いてき
ました。わからないことは私まで。
・・樋口領治会員
○ＳＡＡに協力。
・・・・・・・・・・・守屋 実会員
○今年のレース開幕しました。結果は６位。うーん。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 鈴木真琴会員
○親睦委員会での活動、がんばりますのでよろしくお願
いします。
・・・・・・・・・・・・・坂庭広樹会員
○お久しぶりです！・・・・・・・・・ 吉澤俊一会員
○暖かいですね。
・・・・・・・・・・・柴田 功会員
○今年も桜の蕾が緑に色づき出しました。あと 10 日待
ち遠しいです。
・・・・・・・・・・・東山 大会員
○ゴルフの季節到来。昨日、大箱根 1 ラウンド 1 つの
ボールで回りました。自慢になりませんが最近は OB
が多くて。
・・・・・・・・・・・・・見富清一会員
○切敷さん、本日司会進行お疲れ様でした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・小沼岳司会員
○お客様ようこそ。入江会長エレクト頑張って下さい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・深田将由会員
○謝さん、ようこそ。
・・・星沢義隆会員、山田善信会員
○BGM…春の曲は、明るく心はずむ様でウキウキしま
す。
・・・・・・・・・・・・・・・・松山哲則会員
○明日のディナーショーの準備で遅れまして申し訳あ
りません。
・・・・・・・・・・・・・小川一徳会員
○皆様、おつかれ様です！・・・・・・・柏木英太会員
○台湾、謝冠園さん、ようこそ！・・・・佐野 巖会員
本日のスマイル合計：
３５,０００円
本年度スマイル累計：１,２０８,０００円

スマイル報告：
佐野会員
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