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点 鍾  午後12時

 進 行  田沼  正
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会長挨拶・報告   

 

 まずはお客様の紹介を

 

 
 
 
員会の副委員長、高崎 孝様、米山奨学学友のパイズラ

ザイドンさん、後ほど卓話をお願いします。 

「中国の

米山奨学学  

 次に本庄市スポーツ少年団の本部長、巴 龍男様、伊

勢崎ＲＣよりお越しの関川てつお様、ルジミラさんです。 
 秋も徐々に深まって参りました。お仕事にも熱が入り 
忙しい日々をお過ごしの事と思います。先週の第一例会 
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ます。地区米山奨学学友委 

では、地区職業奉仕委員長の橋本 正彦様の卓話に聞き 
入りました。職業奉仕の原点とは、人は自分の為だけで 
なく他人の為になるように誠実に、他人に尽くす事によ 
って初めて自分の幸せを手にする事が出来ると、話され 
ておりました。このような人々によって良質な社会が築 
かれるのでしょう。 
 ワールドシリーズに向けて、ヤンキーズの松井選手も 
活躍しております。好調の時でもおごらず、不調の時で 
も焦らず、自分のベストを尽くして戦い、日米の野球フ 
ァンを引き付けています。これもまた立派な職業奉仕で 
はないでしょうか。世の為、人の為だけでなく、自分の 
為にも職業を通じて活躍することが、我々に課せられて 
いる責務ではないでしょうか。 

 
 
 

幹 事 報 告         斉藤 清一 幹事 

 まず、お詫びを申し上げます。先週の例会の予定でル

ジミラさんがスピーチをする予定になっていましたが、

私の手違いでした。誠に申し訳有りません。 
 １０月３日に小此木会長、加藤社会奉仕委員長、私の

３人で浦和の県警、川越警察署に行き、斉藤 元本庄警

察署長と岡 元副署長に感謝状を贈呈してきました。 
 先週もお願いしました件ですが、１０月２３日はガバ

ナー補佐訪問です。多くの会員の出席を御願いいたしま

す。尚、各委員長さんは当日例会終了後ガバナー補佐と

意見交換を予定しております。委員長さんが欠席の委員 
 



 
会は必ず代理を予定して下さい。宜しくお願い致します。 
 
・ 例会変更が岡部ＲＣ、秩父ＲＣより届いています。 
・ 会報が本庄南ＲＣ、川本ＲＣより届いています。 
 

 

 

委員会報告 

 

◆４０周年記念実行委員会  関根  貢 実行委員長 
  

 
４０周年記念に関しては、皆様に大変お世話になり、

立派な式典が出来たと思います。 
本日、記念誌が出来上がり、お配りする事が出来まし

た。副実行委員長の井河さん、記念誌委員長お高柳さん

には大変ご苦労いただきました。皆様のご協力により、

立派な記念誌になったと思っております。是非ご一読下

さい。これで４０周年記念も、全部の総括をする事が出

来ました。謹んで御礼申し上げます。 
 
 
 

来 訪 者 

 
◆ルジミラさん スピーチ 

 

 
皆さん今日は。日本の生活も残り３ヶ月しかありませ 

ん。寂しくなりました。 
先週、修学旅行で北海道に行ってきました。友達と過

ごした４日間は、すごく楽しかったです。また、日本人

の行動の仕方が良く解り、面白かったです。私はビデオ 
 

 
カメラで撮った素晴らしい日本の景色と、面白い日本人

の生活をブラジルの家族に見せます。ロータリーの皆さ

ん、修学旅行どうも有難う御座いました。 
 

 
◆ホストファミリー中村  孝さんよりルジミラさん

の近況報告 
 

 
一人で作ったルジーのスピーチを聞いて感心しまし

た。日常会話も殆ど不便が無く、打ち解けています。好

き嫌いも多少ありますが、色々と食べ物にもチャレンジ

しているようです。今はダイエットとニキビに気を使っ

ているようですが、残りも少ないので機会がありました

ら食事でも日帰り旅行でも、声を掛けて頂けたらと思い

ます。宜しくお願い致します。 
 
 
 
※本庄市スポーツ少年団へ助成金の贈呈 

 

・本庄市スポーツ少年団 本部長 巴 龍男様 挨拶 

 

 
本日は、ロータリークラブのご協力を頂きまして、誠

に有難う御座います。本庄市スポーツ少年団は、日本ス

ポーツ少年団の下部組織で、設立は昭和５５年です。団

員数は今年度約７００名、指導者は２６０名弱になって

おります。現在、８種目２２団体が活動しております。

スポーツ少年団憲章というものが御座いまして、スポー

ツを通じて青少年の健全育成を行い、立派な大人を育て

ることが基本基調です。最近は少子化でありますが、学

校も週休２日制になり、スポーツをする機会が増えてお

ります。しかし、団員数は増えておりません。スポーツ

少年団の啓蒙を活発にし、子供たちにスポーツをする機 
 



 
会を十分に与えられるよう活動していきたいと思います。

助成金は大切に有効に使わせて頂きたいと思います。 
今後とも継続のほど宜しくお願い致します。 
 
 
 

卓  話 

 
・紹介   米山奨学会委員会 渋谷 修身 委員長 

 

 
皆さん今日は。今月は米山月間ということで、本日は、

地区の米山奨学学友委員会の副委員長をされております

上里クラブの高崎 孝様、米山の学友でありますパイズ

ラザイドンさんをお迎えしております。これから卓話を

お願い致します。 
 
 
・地区米山奨学学友委員会   

副委員長 高崎 孝様 挨拶 
 

 

皆さん今日は。今月は米山月間ということで、学友の

パイズラザイドンさんと一緒にまいりました。 
今、経済は大変な時期でありますが、苦しい中でも海

外から勉強に来られる留学生達が安心して学べるよう皆

様のご理解とご協力を賜りたいと思います。上半期の寄

付状況は大変厳しく、１０００名の受け入れが難しい状

況です。２５７０地区では２４名のしておりますが今後

受け入れ基準が寄付金７０％、生徒数３０％に変わりま

す。２５７０地区では一般寄付、特別寄付で年間平均一

人１６０００円が目標です。本年度から米山功労が１０

万円になりました。是非、知的な国際協力にご理解とご

協力をお願い致します。 
 

 

・｢中国の環境問題について｣  

米山奨学学友  排祖拉 再東さん 

 

 
皆さん今日は。１９９８年８月中国のシンキョウ、ウ

イグル自地区から日本に来て、立正大学地球環境科学研

究科の大学院博士課程に在学しています。本庄ＲＣは２

度目の来訪になりますが、卓話にお招き頂いた事に御礼

申し上げます。 
本日は、私の研究テーマに関連する環境問題について 

お話したいと思います。 
地球の環境問題には、温暖化、オゾン層の破壊、酸性

雨など地球全体に関する問題と、地域的にみた問題があ

ります。中国は、地域的に環境問題が深刻な国と言われ

ています。 
原因としては、今の中国が建国されてから実施されて

きた農業開発の中で、連続的に行われてきた盲目的な開

墾と、不適切な水利用が引き起こした河川水路の短縮、

地下水の低下、オアシスの砂漠化、オアシス上のエネル

ギー集積化、灌がい水質の悪化、貧困、農村集落の廃棄

などが上げられます。 
現在、西部大開発というプロジェクトが進められてお

り、特にウイグル自治区などの西部地区でも、人口の急

増と都市化によって肥沃な土壌が消失し、砂漠化が問題

になっています。砂漠化の直接的要因としては、不適切

な開墾と過放牧が上げられます。家畜数は５０年前と比

較して３～４倍に増えています。絶対的な降水量の不足

に加え、上流地域での工業化による水利用も原因に上げ

られます。開墾しても水不足やエネルギー問題で土地が

廃棄され、５０年間で３万平方キロメートルのオアシス

地域が砂漠化しています。 
他の環境問題としては、自治区全体の大気汚染も良く

ありません。生活や工業で利用した石灰の煙によります。

水の汚染も工場や生活排水が原因になっています。農村

地域の貧困も環境悪化に悪環境を引き起こしています。

環境破壊の抜本的な解決は難しいと言われていますが、

自治政府も環境保護と改善を重視し国策に組み入れ、よ

り効果的な環境管理を目指しています。局所的な改善は

見られますが厳しい状況です。破壊された環境が目に見

えて改善するには、１０年から１５年間は難しいのでは

ないかと考えています。どうも有難う御座いました。 
 



 

ニコニコBOX委員会      笠原  勝 委員長 

（順不同・敬称略） 

佐藤 敬一   米山奨学学友の中国のパイズラ ザ 
イドンさん、地区米山奨学学友委員会 
の高崎 孝副委員長(上里ＲＣ)本庄 
クラブへようこそお出で下さいまし 
た！！！大いに歓迎致します！！！ 

（以下同文でご投入がありました。） 

石原 輝弥・狩野 輝昭・温井 一英・小此木 利明・ 
福島 文江・武井 包光・渋澤 健司・中島 高夫・ 
古瀬 末雄・小林 雅幸・茂木  聡・野村 正行・ 
田沼  正・下山 正男・渋谷 修身・岡芹 正美・ 
矢島 淳一 
 
石原  修   ポーゴさんメーキャップ御苦労です。 

関根  貢   創立４０周年記念誌ができました。会 

        員皆様の御協力に謹んで感謝申し上げ 

ます。 

高柳 育行   創立４０周年記念誌ができました。ご

一読ください。 

竹中 俊吾   ４０周年記念誌完成、記念誌委員会ご

くろう様でした。 

金子  弘   今月は職業奉仕月間です。職業奉仕に 

努め地域社会に奉仕しましょう！！ 

斉藤 清一   １０月２３日はガバナー補佐訪問です。 

        多くの会員の出席をお願いいたします。 

        特に各委員長さんは当日例会終了後、

ガバナー補佐との意見交換会を予定し

ていますのでよろしくお願いします。 

中村  孝   留学生ルジー元気で頑張っています。 

近藤 伸侑   湯沢－津南－秋山郷－奥志賀バイクで

いって来ました。人里はなれ、自然が

いっぱい残っている所です。みなさん

もいってみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笠原  勝   １０／６号のかわら版『こだま』を３

０部持ってまいりました。読んで頂け

れば幸いです。 
岩本 英人   昨日まで曹洞宗大本山永平寺で朝のお 

つとめをしてきました。 

佐藤 三郎   国際ロータリー創立１００年をお祝い

しましょう！！！ 

（以下同文でご投入がありました。） 

岩渕 富男・井河 久昇 

 

沼田 恵義   ニコニコＢＯＸ委員会の皆さんいつも 

ご苦労さまです。頑張ってください 

！！！ 

（以下同文でご投入がありました。） 

岡崎 正六・横尾 弘明・戸谷  丈・内野 昭八郎。 
 

 
本日の投入金額合計￥３６，０００．  

 

 

 

 

 

出席委員会       岡芹 正美 副委員長 

本日欠席の連絡を頂いた方は、戸谷 清一さん、田中  

克さん、入  利雄さん、小此木 昭二さん、立石 秀

寿さん以上です。 

 

 

会 員 数

出席免除

会  員

出席義務

会  員 

 

出席会員

 

出 席 率

 

８６名 

 

６名 

 

８０名 

 

７０名 

 

81.4％ 

（内メーキャップ２３名） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

クラブ会報委員会    
巴  高志、茂木  聡、三宅 健吉、野澤 章夫、小林 雅幸 

 

■例会日 毎週木曜日  12:30～13:30        ■例会場 埼玉グランドホテル本庄 

■事務所 埼玉グランドホテル本庄700  〒367-0041 本庄市駅南2－2－1 
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