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松井 昭夫 会長
皆さま今日は先月の座禅例会ご苦労様でした。
如何でしたか？でも私は何か体が軽くなったような気
がしました。たまに雑念を祓うのも良い事かも知れま
せんね。又、当日に大熊直前、須賀幹事、渡辺会員
が韓国安養冠岳 RC 訪問ご苦労様でした。
そして 3 日の大利根ゴルフクラブでの、地区大会ゴ
ルフご協力大変ありがとうございました。また、一柳実
行委員長、太田副委員長には、一方ならぬお世話に
なりました。大変ありがとうございました。

次回例会案内 平成 28 年 10 月 23 日

若い頃は簡単に覚えられたのに。
歳のせいか全く覚えられないと言った言葉をよく耳に

越谷市民まつり

しませんか？しかし、悩みの多くは単なる勘違いです。
確かに脳の神経細胞は年齢を重ねるとともに減って
越谷北ロータリークラブ
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いきますが、神経細胞がつながってできる神経回路

を誰かに語ってください、つまり語るという経験で記憶

はむしろ増加し記憶容量も大きくなっていると言われ

しやすくなる、また、語れば繰り返すことになり語るは

ているからです。もしあなたがなかなか覚えられない

一石三鳥ともいえる記憶力向上の特効薬なのです。

としたら覚えるために必要な行動をとっていない可能

以上いかがでしたでしょう？「繰り返す」「結びつける」

性が高いと言えるでしょう。これは誰でも簡単にできる

「自分の経験にする」、そしてこの三つを組み合わせ

記憶力を向上させる三つの行動を紹介していきます

た、語るという行動、日々の生活なかでぜひ意識して

1．繰り返す

行ってください。記憶力がよくなったと感じるかもしれ

普通といったら普通のことですが？意識して行って

ませんよ。

いますか？脳は日々膨大な情報を多くとるため何を

結婚・誕生祝い

記憶するか捨てるか整理して、どんどん片付けていく
ことを繰り返しています。単純なことですが、繰り返す
ことが記憶力向上の要になります。実は年を取ると繰
り返しの回数はどんどん減っていきます。というのも、
何か情報ください、それ前に聞いたことあるそれ知っ
ている、ということが増えさらに、つっこんで話を聞い
たり改めて考えることが少なくなります。年を重ねても
物事に好奇心と、興味を常に持ち歩いておきましょ
う。
2．結び付ける

誕生祝い 小林 政一

会員

酒井 新樹

会員

関 雄二郎

会員

してこの事は効果的年令を重ねるほど、記憶はたくさ

堀野 眞孝

会員

んあるわけですから、これを活用しない手はありませ

一柳 昌利

会員

ん。何か新しい情報に接した時、積極的に自分が持

岡﨑 勲

会員

っている記憶と結びつけていきましょう。（これは○○

会田 謙二

会員

勉強した何かと近いな…というように関連付けていく

鈴木 由也

会員

のです。）こうすれば確実に結びつきが、起こって記

木村 二夫

会員

憶され、思い出すことは楽になりますよ。

小林 操

会員

3．自分の経験にする

長谷川 真也 会員

ずばり記憶は何かというと結びつきです。すでにあ
る記憶と新しい情報は水も吸い付くので共食いナル

結婚祝い

スによって記憶を向上させるにはこの結びつきを意識

深野 秀樹

最近は机に座って先生の話だけでなく実際に行う。

長島 洋一

体験学習が増えてます。これは経験記憶が残りやす

会員
会員

いことを活かした学習といえるでしょう。実際に経験し
てみることで感情も含めた全体の記憶となり忘れにく
くなるのです。「自分自身の経験する」ということを、簡
単に定期体験したのであればぜひ、新たに得た知識
越谷北ロータリークラブ
「高潔さを持って、奉仕と・親睦に・友情を」
2016-2017 松井 昭夫会長 提言
ホームページアドレス http://koshigayakitarc.dyndns.org/

2

2016-2017 国際ロータリーテーマ
“人類に奉仕するロータリー”
ＲＩ会長 ジョン F.ジャーム

週報
第 2770 地区

第 8 グループ

お客様紹介

越谷南ロータリークラブ
青少年交換留学生

パストガバナー 吉田 豊治 様

コリン 様

皆さんこんにちは、本日は先日行なわれました地

皆さんこんにちは、先日ライオンキング．ミュージカ

区大会記念ゴルフの御礼に参りました。朝早くからご

ルをお母さんと見に行きました。とても楽しかったです。

参加頂き有難う御座いました。それと、11 月 12.13 日

学校も楽しいです。毎日友達とお弁当を食べていま

と地区大会が開催されます。皆様のご参加お待ちし

す。土曜日に東京に行きます。有難うございました。

ております。有難う御座いました。

幹事報告

一般社団法人 越谷青年会議所
理事長 井橋 興造 様

須賀 篤史 幹事

専務理事 仲 隆徳 様

・地区青少年奉仕委員会より高校生海外研修派遣団

皆様こんにちは、今年も第 42 回越谷市民まつりに

員の募集の案内が届いております。
・越谷南クラブより 10 月 11 月のプログラムが届いて

ご協力頂き誠に有難う御座います。特に松井会長様
には、市民まつり実行委員会の財政委員長を務めて

おります。

頂き重責を担って頂いております。10 月 23 日（日）

・先日、姉妹クラブ安養冠岳 RC へ表敬訪問の際に、

に開催しますので、宜しくお願い致します。今年はメ

李 太根会長より韓国のりを頂きました。

ダリストの星 奈津美 選手がパレ－ドに参加しますの

1 人 1 個お持ち帰り下さい。

で、ご期待下さい。
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3 分間ロータリー情報

ちろん、様々な事業やイベントなどに参加していただ
きたいと思います。何かにつけて、欠席、不参加など
と返事をする人がいますが、会員である以上何事も
「出るのが当たり前！」という気持ちでいてほしいと思
います。
ポール・ハリスがこんなことを言っていました。「親
睦はロータリー運動そのものではなく、ロータリーとい
う植物が根をはり、成長するためにどうしても必要な
最上の土壌なのである。」と。ロータリーが考える親睦
とは、ロータリー思想が形成され、成長する過程にお

大熊 正行 直前会長

いて導き出されたもので、「奉仕の心」を作り出す原

親睦と親睦活動

動力なのであります。友情あふれる例会を通じて、ロ

ロータリークラブの会員の中でも、親睦と親睦活動

ータリアンが自己改善に努めることで、ロータリーの説

を混同する人が多いと言われています。親睦会（酒

く〔親睦〕が一層深まり、奉仕のこころが高められるの

席）やゴルフの会に参加することは、親睦活動に参加

である。

することであって、ロータリーの考える親睦とは違った

※ロータリ豆辞典より引用

次元のものである。親睦はロータリー運動を成立させ

委員会報告

る絶対の条件ではありますが、だからと言って親睦会
を欠席したからと言って会員の資格を云々される性
格のものではありません。親睦活動がクラブ奉仕の充
分な条件の範囲内で、親睦というロータリー本来の運
動を高めるために補助的に活動することは大切なこと
である。会員が心を打ち解け合う手段の一つとして、
親睦会やリクリエーションも必要である。しかし親睦を
深める最適の場所は毎週一回の定例の例会であるこ
とを忘れてはならない。
ほとんどのクラブでは、新入会員を親睦活動委員会
に所属させている。当クラブでは、出席・会場委員会

米山奨学委員会

にも所属してもらっていますが、これは新入りを下働

市川 洋和 様

きに使おうというのではなく、出席・会場や親睦活動

皆様こんにちは、10 月は米山月間と成っておりま

委員として毎例会、会員相互の親睦を深める活動に

す。本日から寄付金を集めさせて頂いております。た

従事することによって、一日でも早くクラブに慣れ、顔

くさんの会員の方にご協力頂き有難う御座います。引

や名前を少しでも早く覚えて、古い会員達と融和をは

き続きご協力お願い致します。

かることを期待しているからである。
「ロータリーは出席から！」「習うより慣れろ！」という
言葉がありますが、まさしく、自らが積極的に例会はも
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ウンセラー、松﨑さんには今でも定期的にお会いしま
して、毎年夏の獅子舞などの行事にも参加させてい
ただきます。
日本語を勉強したきっかけは日本のアニメとビデオ
ゲームです。2005 年からまず独学で日本語を勉強し、
その後 3 年間ドイツのデュッセルドルフ大学（日本語
学科）に入学し、2009 年に 1 年間に北越谷の文教大
学に交換留学しました。ドイツの大学を卒業したあと、
観光ガイドの免許を取得し、故郷で働きましたが、日
地区大会ゴルフ実行委員会

本が恋しくて、2011 年に再度留学し、文教大学の言

実行委員長 一柳 昌利 会員

語文学部（大学院）に入学しました。

10 月 3 日、「ロータリー財団設立 100 周年ポリオ撲

しかし、学費と家賃などが交換留学と違ってほぼ免

滅チャリティーゴルフ大会」が大利根カントリークラブ

除されていなくて、親に負担をかけてしまいました。ち

にて皆様のご協力のもと、大成功に行なわれました。

ょうど入学したころにも、実家を引っ越すことになって、

当日は朝早くからお越し頂き、少し雨も降りましたが、

さらに負担が大きくなってしまいました。そこで、ロー

登録頂いた方が 339 名で無事に終了しました。地区

タリー米山記念奨学金制度を知り、2012 年に面接に

の方にも報告させて頂きました。同時に 10 月 24 日が

合格し、1 年間越谷北ロータリークラブでお世話にな

世界ポリオデーで、関連したイベントとして報告し、RI

りました。

本部の広報に報告させて頂きました。以上です。

金銭的な支援のおかげで、あまりバイトをせずに生
活ができて、親への負担もゼロになりました。それ以

外部卓話

外にも、クラブや他のロータリー奨学生との交流のお
かげで、日本に対する意見や、日本社会・文化に対
する見方も変わりまして、私自身も・特に性格面で・変
わったかと思います。結果、大学院を無事に卒業し、
すぐに就職ができました。さらに、自分の「ルーツ」を
諦めず、2015 年にずっと夢だった日本のビデオゲー
ムとアニメ業界に転職ができました。
海外への売り込みと自社ゲームの翻訳を管理し、
さらに広報活動の一環として海外出張という形で、来
場者数 30 万人も超えているアニメとゲームイベントに

米山学友

出展・パネル参加をしています。各国のユーザーさん

ヴェルナ－・マティアス 様

（ファン）との交流ができて、違う文化や言語と触れ合

初めまして、ドイツ人のヴェルナーマティアス、略し

うことができて、今はとても幸せです。

て「マット」と申します。

ロータリークラブの奨学金制度の素晴らしいところ

2012 年～2013 年に越谷北ロータリークラブで米山

は、卒業したあとでも交流が続いて、困ったときにお

記念奨学生としてお世話になりました。私の当時のカ

世話になったカウンセラーと今でも相談ができて、私
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生活にも直接影響を与えています。他の奨学金制度

・本日もよろしくお願いします。
髙瑠美子

ではなかなか体験できません。
2020 年の東京オリンピックの影響もあって、観光

・マティアス様、卓話宜しくお願い致します。コリン

客が非常に増えています。私の役割は「クールジャパ

さんようこそ、会員の皆様、米山への協力宜しく

ン」を前よりももっと海外の方々に紹介することです。

お願いします。
松﨑義一

そのおかげで日本を好きになって、私みたいに、留

・連休最終日に会田会員と谷川岳に登って来まし

学を検討する方もいらっしゃると思います。

た。天気も良く最高の登山日和でした、今度どな

だからこそ、米山記念奨学金制度は前よりももっと

たかご一緒しませんか？

必要とされています。金銭的な支援だけでなく、その

小宮山大介

あとの人生にも影響を与えているからです。

・お客様ようこそ、小宮山さん先日はお世話に成り

ロータリークラブ会員の皆様、これからからもよろしく

ました。

お願いいたします。

会田謙二
・寒く成って来たので亡なる人が多く成り葬儀が
・越谷南 RC.PG 吉田豊治様、（一社）越谷青年

後々入って来ます。
石井知章

会議所 理事長 井橋 興造 様、専務理事 仲

・越谷北ロータリークラブ、日々奉仕の気持ちを大

隆徳 様、米山学友ヴェルナー・マティアス 様、

切に。本日も宜しくお願い申し上げます。

交換留学生コリン 様、ようこそ。
松井昭夫

新沼徹

・お客様ようこそ。

・IM 委員会欠席大変申し訳ございませんでした。

マティアスさん元気そうで何よりです。卓話宜しく

丸林綾子
・次回欠席します。

お願いします。
須賀篤史

太田靖彦

・地区大会記念ゴルフご苦労様でした。

・結婚祝い有難う御座います。

・11 月 12 日 13 日地区大会宜しくお願いします。

鈴木由也・長島洋一・岡﨑勲・木村一夫

吉田 豊治

一柳昌利

・今週末、土曜日に創立 15 周年記念式典が開催

・お客様ようこそ
大熊正行・小林操・本間孝・青木清・大濱裕広

されます。13：30 開会です。皆様のご来場をお
待ちしております。

出席報告

越谷ユネスコ協会
会員数

51 名

す。吉田 PG チャリティーゴルフ大会お疲れ様で

出席免除者

14 名

した。

出席者

32 名

欠席者

19 名

出席率

68 %

・ヴェルナー・マティアス君卓話宜しくお願い致しま

鈴木英男
・マティアス様、卓話宜しくお願い致します。
江口公晴
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