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◆ 会 長   坪 井  明       ◆  幹 事   小池 和義 

例会日 火曜日 １２：３０ ～ １３：３０  理事会１１：３０ ～ 

会 場 越谷コミュニティセンター ３階 特別会議室   

事務局 〒343-0034 越谷市大竹６８６－３    

ＴＥＬ ０４８－９７１－５３２０   ＦＡＸ ０４８－９７１－５３７０        

創 立 １９９０年５月２２日  ◆ 会報作成 公共イメージ部門 

第 １４８７ 回 例 会 会 報 

・例会月日  ２０２２年９月２７日（火） ・点鐘時間  １８時００分 

・例 会 場  浜丁寿司  

・司 会 者   秋元志津子出席会場委員長 ・発行年月日２０２２年１０月３日 

  

 
 
【 会長挨拶 】             坪 井  明 会長 

 今までコロナ禍により 

夜間例会の中止が続いておりました 

が、今夜は久しぶりの夜間例会です。 

山下ヨシ子親睦委員長はじめ 

今月の担当であります秋元会員に 

よって、浜丁寿司さんの２階大広間をお借りして、

ゆっくりと開催出来ます事を感謝しています。 

また今夜はゲストに馬場信子さんが参加して頂き

ました。馬場さんをご存知の方も多いと思いますが、 

当クラブで３年前に越谷市民に英語に親しんで 

貰う為の企画「英語フェスタ」の立ち上げから 

ご協力頂き大変お世話になりました。 

馬場さんは、長年アメリカのシリコンバレーに在住 

されて大企業の方々と親しく また米国のロータリ

ークラブの集会にも参加されておりまして、米国の 

例会や奉仕活動を良くご存知です。 

今夜も米国の活動などをお話し頂けると思います

ので楽しみにしております。 

今夜は久しぶりの夜間例会を皆さんと共に楽しみ 

たいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

【 幹事報告 】             小池 和義 幹事 

＊地区大会のお知らせ 

 11月 12 日（土） 

ロイヤルパインズホテル浦和 

   本会議 13：00 ～ 17：15 

   晩餐会 18：00 ～ 20：00 

    13日（日）さいたま市文化センター 

   登録開始 11：30 

         12：30 ～ 18：10 予定 

 

 

 

 

 

【 委員会報告 】   山下 ヨシ子 副代表委員 

9月 21日（水）行われました 

第 2回 ポリオ根絶チャリティ 

コンサート合同会議の 報告 

中クラブの役割としては  

当日の弁当差配・歌の指揮を 

行います。 

また 当日ポリオ根絶の募金活動を行いますので 

各クラブより 3名選出して下さい 

（ 募金箱持参 ） 

 

【 卓話 】              馬場 信子 様 

本日は「日本とは違う アメリカの 

ボランティアに対する概念」 

について少しお話させて頂きます。 

私の主人は石油会社の幹部でした 

ので家族ぐるみのお付き合いを 

沢山させて頂いていましたが 

その中で 旦那さんがボランティアを行うというよ

りも 奥様方が進んでボランティア活動をしている

家族は 良い市民 とされていました！ 

奥様が活動して それをサポートする旦那さんがい

る というのが世間体が良いのです。 

私が友達と NPOを立ち上げたのは  

学校事業で不足している事を補う 

活動をしておりました。 

ニューヨークバレー団を呼ぶ 等 主に文化的な事

業を行っておりました。日本から子供の書いた絵

を持って行き展覧会を行った事もあります。 

活動により社会貢献がどのくらい出来ているか を

世間が見て 良い悪いを判断するので ビジネスに

も関係してくるのです。 

 

次週インフォメーション 

10 月より 例会場は 

大袋例会場に戻ります！ 

3日（月）地区大会記念 
  ポリオ根絶＆ウクライナ支援 

チャリティゴルフコンペ 
4日（火）理事会 11：30 

第一例会 12：30 
11日（火）第二例会 12：30 
18日（火）第三例会 12：30 
23日（日）越谷市民まつり 
25日（火）ガバナー公式訪問 

＊予定が変更になることがあります 

 予めご了承下さい 

夜 間 例 会 



 

収入によってボランティアに寄付しても控除して

くれる金額もキチンとされております。 

これは個人だけでなく企業にも当てはまります 

友人の Shell（昭和シェル石油株式会社）副社長 

の奥様はピンク・レディ（ 病院で薄いピンク色の

洋服を着ている事より ）絵画を飾ったり、売店を 

手伝ったりします。 

絵を見る事で患者の 

精神安定に繋がるのです。 

このようなボランティアを 

彼女は何百時間行っています。 

この数字は累積され 

多ければ多いほどステータス 

が高いのです。 

そしてサポートしているご主人のイメージアップ

にもなっているのです。 

別のロータリー活動を行っている方でフィリピン 

の事業主の方で銀行のカウンターの端に段ボール

で作った箱を置き古い眼鏡がありましたら寄付し

てくださいという活動を行っていました。 

集まった眼鏡は洗浄しフィリピンの貧しい人達へ 

差し上げるという活動を行っている方もいました

これは日本は眼鏡大国でもありますので フィリピ

ンに限らず 貧しい国へ送る出来ないかな？と考え

ております。 

 アメリカのアイビー・リーグ（アメリカ合衆国

北東部にある８つの私立大学の総称で「東海岸の

裕福な私立エリート校」と捉えられています。 

ブラウン大学、コロンビア大学、コーネル大学、

ダートマス大学、ハーバード大学、ペンシルベニ

ア大学、プリンストン大学、イェール大学）の入

学願書にも本人の成績、課外活動の他に親のボラ

ンティア活動を記入します。 

子供は親の背中を見て育つ 

という考えがあるのですね。 

家庭内でボランティアに対する 

概念というものが根本的に 

日本と違い アメリカという国は社会貢献出来る 

人材を育てる事にものすごく力を入れているので

す。 

 

現在馬場さんが考えているボランティアは 

ありますか？ 

アメリカに 裁判所・警察署・カウンセラーの三位 

一体となった施設が西海岸に一か所しかないので

すが そこをお友達と見学させてもらいお話を聞か 

せて頂いた時に 「ぜひ日本に持って行ってほし

い」とたくさんの書類のコピーをもらったのです 

その当時まだ日本に DVという言葉が浸透していな 

かったので保留にしていたのですが今は認知され

ますので法律的には違いますが沢山の事例があり

ます。 

 

その DV関連の資料を翻訳したブログを作成し 

無料配信を行いたいお役に立ちたいと思って 

います。 

目標は 10年かけて 10万人に見てもらう事！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アメリカ観光旅行では分からない裏の話を 

たくさんお話頂きありがとうございました 

日本で苦しんでいる人の為 ブログ応援します！ 

 

【 スマイル報告 】   山下ヨシ子 親睦委員長 

＊久しぶりの夜間例会が開催出来まして良かった 

と思います。お客様の馬場さんようこそ！ 
今夜は楽しみましょう・・・・・ 坪井 明 会長 

＊久々の夜間例会ですね 秋元さん、山下ヨシ子さ 
ん ありがとうございます 楽しみましょう！ 

 ・・・・・・・・・・・・・・ 小池 和義 幹事 
＊本日もよろしく・・・・・・・ 山下 良雄 会員 
＊今日は久しぶりの夜間例会 楽しみです！ 
 ・・・・・・・・・・・・・・ 山﨑 晶弘 会員 
＊すっかり秋ですが まだ残暑も名残で頑張って 
います！・・・・・・・・・ 田中 のり子 会員 

＊久しぶりの夜間例会 みなさんと楽しみたいと 
 思います。・・・・・・・・・秋元 志津子 会員 

スマイル金額  8,000 円 

           
 
 
 
 

 

会員数 
出席
免除 

出席
数 

欠席
数 

MU 
出席
率 

13名 2名 9名 2名 0名 82％ 


