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2018 年 5 月 22 日(火)第 1554 回 青少年奉仕担当「留学生スピーチ」
酒井副会長
大宮南ロータリークラブ 渡邉 仁 様
青少年交換派遣候補生 宮本杏渚さん
公認会計士 八上俊樹 様
坂 会長
今日は大宮南の渡邉仁様、ようこ
そいらっしゃいました。来週、大
宮南クラブさんの 40 周年という
事で、私共クラブも十数名でお邪
魔させて頂きますので、宜しくお
願い致します。また、八上様、今
日からうちのクラブの準メンバー
という事で宜しくお願い致します。それと、宮
本さん、今はスウェーデンに向かって一生懸命
に地区の方で研修を受けていらして、是非頑張
って下さい。最後に残念なお話ですが、山本会
員の御母堂様がご逝去されまして、丁度この時
間に通夜をされております。皆様方も参列され
たかったと思いますが、例会と重なったという
事で、私が先程、式場の方へ行って、山本さん
に申し訳ないと参列をして参りました。
大宮南ロータリークラブ 渡邉 仁 様
大宮中央さんは、吉澤先生が弁護
士の先生として所属されています
が、大御所でいらして、私はその
下の後輩になりまして、大宮の宮
町 2 丁目で弁護士事務所を開業しております。
大宮南にも宗像という私と同期の弁護士がおり
ます。来週、大宮南にとって大事な日なんです
けど、裁判の期日が入っておりまして、どうし
ても参加出来ないので、メイキャップという事
で参加させて頂きました。初めて参加させて頂
いたんですけど、こんなに和気あいあいとして、
和やかなロータリーなんだなと。本当に温かく
迎えて頂き有難うございます。今後とも宜しく
お願い致します。
柏木会員 先月に体調を崩しまして、入院したん
ですけど、みなさんにはご心配、お気遣い頂き、
誠に有難うございました。坂会長、入江幹事も

お見舞いに来て頂いて有難うございました。
伊藤会員 どうも皆様、お久しゅうございます。
坂会長になりまして、初めて例会に出席させて
頂き、申し訳ございません。本当に一年があっ
という間ですね。去年は本当に大変で、何とか
ここに来ることが出来て、ほっとしております
し、今日は晴れ晴れと出て来られたこと感謝し
ております。今日は第二弾の本を持ってきまし
た。私共のソレアードの日々を、八上さんが書
いてくれました。公認会計士さんなんですけど、
文才が素晴らしいんです。是非、お持ち帰りの
程、宜しくお願い致します。
八上俊樹 様
ソレアードという
介護施設、私が公
認会計士として顧
問を務めさせて頂
いておるんですが
、日々奮闘されております皆さんの姿を知って
もらいたくて本にしたためてみました。少しず
つですが、映像化して皆さんに見て頂いたりと
かする機会も作って参りたいと思っております。
御指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。
御畑親睦委員長 家族例会が今週の土曜日となり
ました。12:20 シーノ前にご集合です。食事は終
えてきて頂きたいと思います。
松山次年度親睦委員 次年度会員旅行、今日現在
で、会員 30 名、同伴者 10 名のご参加となって
おります。まだ 10 名枠がありますので、ご参加
の方は親睦委員まで宜しくお願い致します。

青少年交換留学生
アナスターシア・グラネンコ
こんばんは。実はロータリーの
オリエンテーションのスピーチは
すごく下手だったんです。マイク
の前に立った時、日本語を話せることは全然忘
れてしまったので、今日は頑張ります。今日の
テーマは「アナ」です。私の名前です。（以下、
写真を投影しながら、スピーチをしました。）

会長テーマ 「クラブを見詰め直そう」

○アナ、スピーチをありがとう。残りの日本の
生活を楽しんでください。・・・東山 大会員
○こんばんは。SAA に協力。・・ 守屋 実会員
○須永さんお帰りなさい。後程、良い話も悪い
話もバッタンバンの情報を教えて下さい。ア
ナスターシャお話じょうずになったね。
・・・・・・・・・・・・・・ 岩渕孝男会員
○開会 10 分前ですが、アナスターシャがこな
い！いや！今きた！本日よろしくお願い致し
ます。
・・・・・・・・・・・・小沼岳司会員
○アナスターシャ、卓話楽しみです。お客様よ
うこそ。
・・・・・・・・・・・酒井正次会員
○熊木さん昨晩はおつかれ様でした。
・・・・・・・・・・・・・・ 久世晴雅会員
○少しずつなれて来ました。本年もよろしくお
願い申し上げます。・・・・・・雨海賢一会員
○地区補助金大口枠は残念な結果となりました。
力不足にて申し訳ありません。引き続き努力し
ますので、ご協力願います。・・堀越太志会員
○坂年度もあと 39 日となりました。坂会長に
は会長職を楽しんで頂きたいです。
・・・・・・・・・・・・・・ 樋口領治会員
○理事会おつかれ様でした。・・・山田善信会員
○理事会ご苦労様でした。
・・・・・・・切敷健一会員、阿由葉晃市会員
○地区のあゆみ編集委員会第 3 回目に行ってき
ました。来年 3 月発行に向けて、今が大詰め
です。お客様ようこそ！・・・ 星野時夫会員
○泉会員が佐口会員のロードバイク、お尻が上
がってハンドルが上向きに刺激され、購入し
ました。結果、皆様、泉さんの左手首を見て
下さい。お年を考えた自転車を購入しましょ
う。・・・・・・・・・・・・・見富清一会員
○皆さん、こんばんは。
・・・・ 南 慎一郎会員
○交換留学生のお二人、ようこそ。
・・・・・・・・・・・・・・ 石川力哉会員
○1 ヶ月ぶりの例会、帯状疱疹を体験しており
ました。
・・・・・・・・・・・松山哲則会員
○オオタニサーンと藤井七段に元気をもらって
います。
・・・・・・・・・・・御畑博司会員
○アナさん今日は卓話ありがとう。次年度役員
の皆さん役員会ご苦労さんでした。
・・・・・・・・・・・・・・・林 正憲会員
○皆様、元気に成りました。色々と有難うござ
いました。
・・・・・・・・・・ 柏木英太会員
○クールビズですが、おみやげにネクタイを頂
いたので。
・・・・・・・・・・ 町田宏遠会員
○私ともども八上を宜しくお願いいたします。
お客様卓話楽しかったです。・ 伊藤龍之心会員

青少年交換派遣候補生 宮本杏渚さん
先日スウェーデンから書類が届きまし
て、7/28～8/1 の間に来て下さいと連
絡がありました。行く 18 名の中で私
が一番早い出発になるのかなと思いま
す。まだ準備が終わってないので少し
不安ですが、スウェーデンに行って沢山の刺激
を受けて帰って来たいと思います。行く前にま
たこちらに顔を出させて頂きますので、宜しく
お願いします。米山記念奨学生 グェンダン・アンさん
今日の例会で 5 回目になりました
が、私の事をまだわからないと思
いますので少しお話します。
（以下、自己紹介、最近のニュー
スで考えた事、ベトナムの事情な
どお話を頂きました。
）
須永会員 今日帰って来たんですけど、
皆様から集めて頂いた心づくしの 1,000
ﾄﾞﾙを持ちまして、カンボジアへ行って
参りました。お坊さんと岩田亮子さん
にお渡しして来ました。
（以下、現地
の様子など報告を頂きました。
）
雨海会員
会員総数：５６名 出席対象者：５２名
出席者数：３１名 出 席 率：５９.61％
前々例会修正出席率：８４.62％
（順不同）山田会員
○大宮南 渡邉さん、ようこそ。・・坂 仁視会長
○米山生 アン君ありがとう。
・・・坂 仁視会長
○アナちゃん、宮本さんありがとう。
・・・・・・・・・・・・・・・坂 仁視会長
○理事会ありがとうございました。又、来月お
願いします。・・・・・・・・・入江信仁幹事
○アナスターシャ、卓話をありがとう。
・・・・・・・・星沢義隆会員、熊木広光会員
○宮本さん、アナさん、ようこそ。
・・・・・・・・勝野由行会員、徳永誠一会員
○入江次年度の活発な議論、お疲れ様でした。
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