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会長卓話 

 

長谷川 真也 会長 

本日は、越谷中ロータリークラブ佐々岡様・菊池

様・山川様、ようこそ例会に参加有難う御座います。

山川さんとは、松伏の小中学校同じ同級生でした。

山川さんは、真面目で優等生でした。そして、獨協埼

玉高等学校インターアクトクラブの皆様・顧問教師の

瀬戸先生ようこそ今年度は、ホスト校でしたので色々

な行事ご苦労様でした。特に国際ロータリー2770地

区 インターアクト年次大会では、ご苦労様でした。 

講演には、2014年ミスユニバース東京代表の西内

ひろさんをお呼びして、海外へのチャレンジで生まれ

た経験や自信についてお話しいただきました。講演

終了後の質問も多数上がり、時間を少しオーバーし

ましたが満足度の高い会になりました。他当クラブ行

事など参加有難う御座います。 
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只今当クラブ吉澤エレクト髙橋陽一会員が頭の手

術をしました。今年度の会長提言の元気で楽しいロ

ータリー活動ですので会員の皆様は、体に気を付け

て頂きたいと思います。 

当クラブの会長になる前は、特に注意が必要かも

しれないです。私が入会してから何人かの人が病気

などしているので何かあるのか不思議です。最後に

だんだんゴールが見えてきました。まだ行事が何個

かありますが全力で頑張ります。 

 

幹事報告 

 

大島 直幸 幹事 

5 月の例会予定ですが、引っ越しが入るため、年

度計画書と大きく異なるかもしれません。本日理事会

にて予定が決まりますので、その後会員の皆様に 5

月の例会予定を FAX致します。ご確認の上、例会へ

の出席をよろしくお願い致します。 

本日例会終了後第 10 回理事・役員会があります

のでよろしくお願い致します。 

 

お客様挨拶 

 

 越谷中 RC 佐々岡 修 様 

本日はメーキャップに参加させて頂きました。 

中クラブは人数が少なく、大人数の前で話すのは緊

張します。中クラブも北クラブに負けないようにがんば

っていきます。 

  幹事から話がありましたように、例会場正面の新し

いビル 3Fに接骨院で入る事になりました。よろしくお

願い致します。 

 

 

越谷中 RC 山川 純也 様 

長谷川会長から話があったように、小・中学校でお世

話になりました。本年度は納涼例会で参加させて頂

きました。お世話になりました。 

中クラブでは国際奉仕を行っています。毎年国際食

文化交流会を開催しております。次年度も行う予定な

のでぜひお越しください。 
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越谷中 RC 菊池 貴光 様 

 北クラブさんの例会場には何度かお邪魔させて頂

いています。例会場が移るかもしれないという話を聞

いたのでこの機会にお邪魔させて頂きました。本日は

よろしくお願い致します。 

 

委員会報告 

会員増強維持委員会 関森 初義 委員長 

入会のご案内を新しくしました。あと 3か月あります

ので北クラブのしおりとしてご活用してください。メー

ルボックスに入っています。 

 

社会奉仕委員会 新沼 徹 委員 副委員長 

4月 8日に第 2回となる越谷柔道大会が開会され

ます。今回は柔道連盟の方で運営されています。 

越谷総合体育館のメインアリーナで開催されます

ので、お時間のある方はご出席ください。 

FAXでご案内していますが、当日 18時からサンオ

ークのほうで仙谷道場の方有志で懇親会を行いま

す。 

 

お客様卓話 

獨協埼玉高等学校インターアクトの皆様 

「インターアクト活動報告」 

 

 

インターアクト 林田梨沙子 様 

こんにちは。私は先週 3 月 27～29 日まで韓国に

行かせていただきました。私は飛行機に乗るのも2回

目で、海外に行くのは初めてです。そのため、すごく

緊張しました。事前研修で仲良くなった友達がいた

おかげで、初めての海外でも緊張することなくできて

とても良い経験ができました。 

わたしは辛い物が苦手で、ご飯を食べるのが大変

でした。日本にいたときは家族にあげてしまっていた

ので、責任を持って食べるという経験がとても勉強に

なりました。今度は絶対イギリスに行って、アーサー

王伝説の聖地を回ってみたいです。 

 

 

インターアクト 伊藤亜美 様 

2 月に韓国から訪日団を受け入れまして、3 月に

研修に行きました。研修では沢山の思い出ができま

した。 

私は韓国が好きで、外側だけじゃなくて韓国の中

身を知りたいと思って、受入れと研修をやりました。韓

国の子たちと関わり、自分にとって意味のある時間を
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過ごすことができ受入れと研修に行ってよかったと思

っています。一番印象に残っているのが、友達との関

係です。受入れでは韓国語が出来なかったですが、

言葉の壁を感じる事なく、日本を楽しんでもらえまし

た。3 月の研修では、2月に交流した韓国の子たちと

会う事も出来楽しかったです。学校があるのに、夕方

になるとわざわざ私に会いに来てくれて一緒に遊ん

でくれました。同い年の子たちなのに色々やってもら

って申し訳なく思いました。韓国に行かなかったら出

来なかった経験ができてよかったです。本当に良い

友達に恵まれて忘れられない思い出ができました。 

 

 

長谷川会長から助成金授与 

 

 

インターアクト 高橋侑那 様 

こんにちは。本日は昼の例会に参加させていただ

きありがとうございます。インターアクト同好会の会長

として活動しています新高 3 年生の高橋侑那です。

新 2年生と共に活動してきて 1年が経ちました。この

1 年の中で特に大きな活動としては本校がホスト校と

して獨協大学で行われた年次大会です。西内ひろさ

んの講演もあり、他校のインターアクト生と交流し、国

際交流について話し合いました。今では、海外へ簡

単に行けるようになったということもあり沢山の高校生

が国際交流に興味を持っているとのことでした。西内

ひろさんは講演で、様々な国の写真を見せてくださ

いました。私は以前から国際交流に興味はありました

が、より一層興味が深まりました。自分の将来を考え

る 1つの大きな良い機会になったと思います。 

早い事で、もう 3 年生となってしまい受験もあり、こ

れからは残念ながらあまり活動に参加することができ

なくなると思います。ですが、インターアクトに入り自

分のやりたかったボランティア活動ができ、たくさんの

経験ができ本当に充実した高校生活を送れているな

と思います。これからも自分のボランティア活動を続

け、さらに海外でボランティア活動をしたいと思って

います。海外のボランティアはやりたいと思っていて

調べていたけど安全面も含め、どれが良いのかよく

わかりませんでした。ですが、この春休みに交換留学

で 2週間ほどドイツにホームステイをし、そのプログラ

ムでドイツ国際平和村へ訪れました。そこはカンボジ

アやアフガニスタンなど戦災によりヨーロッパの医学

的治療を必要とする傷ついた子たちの生活ケアをす

る施設です。ドイツ語がある程度話せれば良いとのこ

とで、残念ながら日本ではあまり知られていないとお

っしゃっていましたが、自分はここで活動したいと心

が動かされました。 

インターアクトで体験した貴重な経験をしっかり自

分のものとして、これからのインターアクトの活動はも

ちろんたくさんの事にチャレンジしたいと思っていま

す。ありがとうございました。 
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インターアクト 八束茉紘 様 

こんにちは。新 3年生の八束茉紘です。本日は昼

の例会にお招きいただきありがとうございます。私は

高校2年生のはじめにインターアクトに入部しました。

最初にあしなが募金をさせて頂きました。そこで誰か

の役に立つということのすばらしさがわかりました。今

年はネパールの子たちが日本の里親さんに向けて書

いた手紙を翻訳させていただきました。小さなことで

すが、人の役に立てたことがうれしかったです。 

また、ロータリークラブの方々のおかげで納涼例会

やクリスマス例会で沢山楽しいイベントに参加させて

もらう事が出来て、すごく感謝しています。 

 

インターアクト 野口彩夏 様 

こんにちは。本日はお招きいただきありがとうござ

います。私は去年の 4月からインターアクトに参加さ

せていただいています。初めての活動が募金活動で

した。最初はどうしていいかわからなかったですが、

先輩方に教えて頂いてなんとか乗り切ることができま

した。わざわざ足を止めて募金をしてくれる人たちが

とてもありがたく思いました。 

また、年次大会では私も初めてでしたが、何をすれ

ばいいか全くわからなかったですがスムーズに進行

することができたし、他校の人たちの考えも知ることが

できて貴重な体験ができました。 

私は将来インターアクトの活動を通して、やりたい

ことが見つかりました。本当に素敵な体験ができてよ

かったです。ありがとうございます。 

 

インターアクト 石森 舞 様 

こんにちは。インターアクト新 2 年生の石森舞です。

本日はお招きいただきありがとうございます。私はこ

の 1年間を通し、学んだことや感じたことが沢山ありま

すがその中で 2つ話させていただきます。 

1つ目は韓国で日本語を教えている韓国人との先

生方との交流です。その場では、お互いに疑問に思

っている事を質問しあいました。その結果、日本との

教育の違いや差別や文化の違いを知ることが出来ま

した。テレビや新聞では知ることができないことが知

れたので大変いい経験になりました。 

2つ目は、さいたまユネスコが行っているネパール

の子供が日本の里親に書いた英文翻訳ボランティア

に協力したことです。子供が書いた手紙を読んでいる

と、将来の夢やこの教科を更に勉強したいなどといっ

たことが多く書かれていました。私は子供たちの夢が

1つでも多く叶えることに協力したいと思います。なの

で、今の私ができる精一杯のことをインターアクトでし

続けようと思います。 
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インターアクト 関谷美紅 様 

皆さんこんにちは。新2年生になる関谷美紅といい

ます。わたしは 4月にインターアクトに入って初めて

の活動が、韓国で日本語を教えている韓国の先生と

の交流会でした。私は韓国の音楽が好きで、韓国の

事をまあまあ知っていると思っていたのですが、現地

の方と話、韓国について知らない事が沢山あることに

気付きました。また、他校との生徒とのインターアクト

でどのような事をしているか意見交換など貴重な体験

をすることができました。 

私は飛行機が苦手で海外に行きたいと思わなかっ

たのですが、西内ひろさんとの食事会でいろいろな

海外に簡単にいく事ができる時代と聞いて、私はもの

すごく勿体ない事をしていると感じました。私はもっと

海外にいってより多くの経験をしたいと思いました。 

私はもっとボランティア活動をして、もっと深い知識

を得たいと思いました。 

 

独協埼玉インターアクト 村瀬 匠 様 

本日はお招きいただきありがとうございます。この 1

年間を通して、色々な活動をさせて貰いました。特に

印象が残ったのが 2つあります。 

1つ目はあしなが募金です。最初は恥ずかしくて

声を出せなかったですが、段々と声を出せるようにな

って行き良かったです。人のために何かをするという

喜びを感じました。 

2つ目は西内ひろさんとの食事会です。海外の話

を聞いた時に、外国に行ってみる事も大事だよと言わ

れ、そうだなと思いました。なので、一度は外国に行

ってみたいと思います。 

 

インターアクト 柴 菖 様 

皆さんこんにちは。新高校 2年生の柴菖です。私

は、昨年の 8月 2770地区国際ロータリー青少年交

換プログラムの派遣候補生になりました。そこで、初

めてロータリーの方々の活動をしり、途中からですが

インターアクトに入る事になりました。まだネパールの

子の日本の里親への手紙翻訳や韓国からの訪日団

高校生との交流しか経験していませんが、私にとって

はとても新鮮で良い経験でした。本日はこのような会

にお招きいただき、また美味しいお食事ありがとうご

ざいました。 
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インターアクトクラブ顧問 瀬戸てるみ 様 

ロータリークラブの皆様こんにちは。本日は沢山の

人数でお邪魔しております。ありがとうございます。日

頃から生徒たちが大変お世話になり、温かく見守って

いただき感謝申し上げます。特に昨年度から本校が

ホスト校として、昨年 2月のインターアクト協議会およ

び、韓国訪日団歓迎会、続きまして 8月獨協大学で

開催しました年次大会では私たちも不慣れな中、

様々な面でサポートして頂きましてありがとうございま

した。年次大会ではグローバルな活躍をされていらっ

しゃる西内ひろ様の講演を手配や調整をしていただ

き、生徒たちは日本から飛び出し世界へチャレンジし

ていこうという姿勢におおいに刺激をうけ、様々な発

見がありました。午後の文化会では、本校の生徒たち

が様々なアイディア・テーマを出して他校の生徒たち

が活発に意見を交換しあうという中で、司会であった

り進行であったり子供たち自身がホスト校としての役

割を考え、それぞれが成長できる機会になりました。 

現在インターアクトの生徒たち、本日 1名参加でき

ていないのですが、新高校 3年生が 5名、新高校 2

年生が 5名になります。学校は今春休みで明日が入

学式になります。始業式は 9日から始まりますが、ま

たインターアクトの新入生を勧誘していきながらインタ

ーアクトの活動の幅を広げていきたいと思っています。

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 

 

結婚・誕生祝  

 

小林 光則 会員 ・ 山本 正乃 会員 

今井 英治 会員 ・ 新沼 徹 会員 

菅山 浩 会員 ・ 稲垣 勝三 会員 

並木 勇一 会員 ・ 酒井 新樹 会員 

石井 知章 会員 

おめでとうございます！ 

 

      

・越谷中 RC佐々岡様、菊池様、山川様。瀬戸先生、

獨協埼玉高等学校インターアクトの皆様ようこそ、いら

っしゃいませ。 

長谷川真也、大島直幸、堀野眞孝、鈴木英男 

宮﨑敏博、松﨑義一、青木清 

大熊正行、小林操、中澤伸浩 

・佐々岡と申します。去年の夜間合同例会ではお世話

になりました。本日もよろしくお願い致します。 

佐々岡修 

・本日メーキャップさせて頂きます。よろしくお願い致し

ます。 

山川純也、菊池貴光 

・米山寄付がまだの方は宜しくお願い致します。 

小林光則 

・結婚祝い、ありがとうございます。 

並木勇一、酒井新樹 

・誕生祝い、ありがとうございます。 

小林光則、山本正乃 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/


週報                                       2017-2018国際ロータリーテーマ 

第 2770地区 第 8グループ                            “ロータリー：変化をもたらす” 

            ＲＩ会長 イアン H.S.ライズリー 

 

越谷北ロータリークラブ    

「元気で楽しいロータリー活動」   2017-2018 長谷川真也会長 提言 

ホームページアドレス http://koshigayakitarc.dyndns.org/ 
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・本日もお世話になります。         髙 瑠美子                      

・3 月は欠席多くてすいませんでした。   本間睦人 

 

出席報告 

 

会員数            54名 

出席免除者         14名 

出席者            40名 

欠席者            14名 

出席率            83.8% 

 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/

