
 
 
 
 
 
 
 

 

【会長挨拶】  小林 秋生 会長 
 

本日は 10 月 1 日、いよいよ秋本番、10 月、月

初の例会であります。 

私は名前が秋に生きると言うことで、秋になると

やたら嬉しくなる男であります。暑さが和らぎ涼しく

なる、実りの秋で、美味しいものがいっぱい、そし

てスポーツの秋、文学の秋、紅葉の秋、ちょっと陽

が短くなるのを除けば、大好きな季節であります。

そして本日は我がクラブに待ちに待った新入会員

が誕生致しました。ピッカピかの新入会員、小島

勝会員であります。小島会員は 11 月生れ、10 月

結婚で、10 月入会とこれまた秋尽くしであります。

ご年齢が昭和 37 年生れ 51 才で我がクラブで一番

の若手になりました。今まで平均年齢が 70.79 才

でありましたが、今日から 70.00 才で、約 0.8 才若

返りであります。小島会員にはどうぞ若さのご活躍

を期待致します。 

さて来月 11 月 22 日～23 日は、待望の家族一

泊京都旅行が実施されます。京都旅行は南禅寺

や東福寺を巡ります。南禅寺はモミジの名所でも

あり、手を伸ばせばさわれるくらいに垂れた紅葉も

真盛りであると思います。また比叡山延暦寺、大

津の三井寺など、見どころ深くこの季節ならでは

の旅行になると期待しております。この京都を選ん

で準備を進めている委員会の皆さんに感謝致しま

す。 

旅行と言えば、先ず誰もが楽しい気持ちを抱く

であろうと思いますが、これは観光名所を巡りなが

ら、日常の生活からしばし離れて心の癒しを求め

るからであろうと思います。私もそうですが昔、中

学生や高校生であった頃、汽車に乗って、はじめ

て旅行らしい旅に出たのは、京都奈良の古都を巡

る就学旅行が、大半の思い出旅行であった筈で

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
しかるに京都は遠い昔の記憶と郷愁を覚える場

所でもあります。どうぞ多数のご参加と楽しい思い

出に残る旅行になることを願ってやみません。さて

もうひとつ、秋と言えば、私が口に出すのを待って

いることがあります。お蕎麦であります。すでに材

料を確保して、用意万端ぬかりありませんが、11

月の旅行過ぎあたりに考えようと思っております。 

これは、毎年私が勝手に催す、任意の親睦会

であります。また常設の黒澤実行委員長が計画を

してくださると思いますので、どうぞその節はよろし

くお願いを致します。以上、ご挨拶と致します。あ

りがとうございました。 

 

【幹事報告】  清水 良英 幹事 
 

1．2013～14 年度地区大会会長・幹事会について 

  日時 10 月 19 日（土）14：10～15：00 

  会場 ホテルブエナビスタ ３Ｆﾊﾞﾝｹｯﾄｸﾞﾗﾝﾃﾞ 

   

2．島田甲子雄直前ガバナーより直前ガバナー事

務所閉鎖について 

  9 月末日を持って任務終了 

 

3．例会変更 

  千曲川ＲＣ     

10 月 2 日（水）定款による休会    

 定刻受付あり 

  佐久ＲＣ      

10 月 3 日（木）職場例会の為      

定刻受付あり 

      10 月 10 日（木）合同夜間例会の為  

 定刻受付あり 

  佐久コスモスＲＣ 

 10 月 14 日（月）法定休日の為休会  

 定刻受付なし 

・諏訪湖ＲＣよりピアニカ寄付のお願い 

 

本日の配布物 

 

週報 1201 号、島田ガバナー年次報告書、   

ガバナー月信 4 号、ロータリーの友 10 月号 

米山奨学会豆辞典、家族親睦旅行案内 

 

 

◆点鐘  

 

小林 秋生 会長 

◆SAA 渡辺 文夫 委員 

◆ソング 

◆ゲスト 

◆ﾋﾞｼﾞﾀｰ 

君が代  誕生日の歌  
白柳爛様（米山奨学生） 

上島孝雄君（上田 RC） 

◆例会日/週火曜日 12：30～13：30  ◆例会場/小諸市鶴巻 音羽 

◆事務局/〒384-0025  長野県小諸市相生町 1-2-12 エイワンビル 2 階 

       TEL 0267-23-8125 ＦＡＸ 0267-23-2788 

2013-2014 役員 

◆会 長 / 小林 秋生    ◆副 会 長 / 渡辺 文夫 

◆幹 事 / 清水 良英    ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 矢島 栄一 

NO.1202 平成 25 年 10 月 1 日 



【委員会報告】 
 

クラブ運営委員会      依田晋一郎委員長 

［家族親睦旅行について］ 

クラブ広報・情報委員会  小池平一郎委員 

［ロータリーの友・10 月号の紹介］ 

奉仕プロジェクト委員会  清水泰男委員長 

［職場例会延期のお知らせ］  
 

◆誕生日祝 
 
  湯本 敏晴 会員 
 

◆結婚記念日祝 
 

掛川 興太郎 会員・久江夫人 

中河 邦忠 会員・淑子夫人 

若林 正忠 会員・孝子夫人  

小島  勝  会員・倫代夫人 
  

◆皆勤賞 
 

◆ラッキー賞 
 

NO.13   湯本 敏晴 君 

 

◆ニコ BOX  矢島 英夫 委員 

    清水 泰男会員（23 回目） 

    西川  宏 会員（5 回目） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

【今週のトピックス】 「新入会員誕生」 
 

      

  新入会員 

  氏  名  ： 小島 勝 会員 

  現住所 ： 小諸市本町 3－2－26 

  企業名 ： ㈱長野銀行小諸支店 

  職業分類：普通銀行 
 

 

 

小林秋生君 

新入会の小島さん、本日は大変お

めでとうございます。ご活躍を心か

ら期待申しあげます。 

湯本敏晴君 
誕生日祝とラッキー賞ありがとうご

ざいます。小島支店長歓迎します 

黒田説成君 
米山月間にトップをきって卓話をあ

りがとうございます。 

中河邦忠君 
結婚記念日祝をいただきありがとう

ございます。 

前田博志君 小島支店長ようこそ！ 

西川宏君 
５回目の皆勤賞ありがとうございま

す。 

清水泰男君 
23 回目の皆勤賞ありがとうございま

した。 

神津恭通君 

入会された小島支店長さん歓迎申

し上げます。米山奨学生、カウンセ

ラーの方楽しみにしております。 

掛川興太郎君 
結婚記念日祝をありがとうございま

す。 

矢島英夫君 ニコボックス係として一票を！ 

【出席報告】  清水 泰男 委員 

 会員数 出席 M・U 欠席 出席率 

本 日 10 月  1 日 25 25 事前（1） 0 100.00％ 

前 々 回  9 月 10 日 24 22 事後（0） 2 修正 91.67％ 

次週のプログラム：前年 度 家 族 親 睦 旅 行 記 ／次々週のプログラム：定款により休会    
 



【本日のプログラム】  「米山月間」   

 

＜米山奨学生スピーチ＞    白柳欄 様 

世話クラブ：上田ロータリークラブ 

 

長野大学 3 年生の白柳爛(ペクユラン)と申します。

今年から 2 年間米山奨学生として上田ロータリーに

お世話になっております。どうぞよろしくお願いいた

します。 

私の名前は白柳

爛です。白という「ペ

ク」が名字で、柳とい

う意味の「ユ」、光る

という意味の「ラン」

です。この名前は父

が付けてくれました。

父が垂れ下がって

いる柳の葉の下に

湖がある景色を見た

そうです。その湖が

日差しを受けて輝い

ている景色を見て、

私の名前を付けてく

れたと聞きました。輝いていた柳のように世界で輝く

人になってほしいという願いが込められている名前

です。 

私は今 20 歳です。高校を卒業して、すぐに平成

23 年 4 月日本に留学、長野大学企業情報学科に

入学しました。私は私の高校と長野大学が姉妹学

校だということと、高校 1 年生の時、日本へ来て印

象に残ったことがあったので日本に来ました。最初

行ったところは福岡できたが、初めて見た日本は美

しい自然がとても綺麗な国でした。まったくゴミがな

い道を見ながら、学ばなければならないマナーだと

思いました。また美しさだけではなく、実用性を高

めた日本のデザインが魅力的だと思いました。芸術

性を重視する韓国に比べて、日本は実用性を重視

していると感じましたことが日本でデザインの勉強を

したいと思った理由です。 

日本に来て今年が 3 年目です。私が日本に来た

ごろは東日本大震災が起こった時期でした。東日

本大震災で日本に来ることも延びて、周りから反対

も多かったです。しかし、私は日本に行きたいという

気持ちが強かったし、親も私を応援してくれたので

東日本大震災が起こった一週間後、私は日本に来

ました。 

私の家族は父、母、弟まで 4 人家族です。父は

電設会社の理事です。母はキャリアコンサルタント

で、大学校で働きながら、現在大学院で勉強して

います。また弟は中学校 3 年生です。 

私の出身地は清州(チョンジュ)と言います。教育

と文化の都市だと言われ、５つの大学がある都市で 

 

す。韓国の中央に位置するため海はないが、周り

が山に囲まれて自然が綺麗な所です。清州の有名

なものは「直指(チクチ)」です。直指は世界最初の

金属活字本であり、世界記録遺産に登録されてい

ます。 

現在、私は韓国の留学生 14 人と共同生活をして

います。一般の住宅 2 軒で生活しています。食事を

作る当番とお皿を洗う当番を決めて食事してます。

ロータリーから頂いている奨励金を一人で使っても

良いですが、みんなで使えばさらにみんなにも経

済的に役に立つと思って住んでいるみんなと使っ

ています。 

長野大学は社会福祉、環境ツーリズム、企業情

報学部で 3 つの学部があります。私は企業情報学

部でデザインを専攻しています。学校生活では今

しかできないことに挑戦しようと思って様々なことに

励んでいます。長野大学には「夢チャレンジ制度」

という学校から奨励金をもらい、やりたいことにチャ

レンジする制度があります。1 年生の時は大学グッ

ズ作りに取り組みまして、昨年からは学校の歴史年

表を作っています。また学校に日韓交流ができるサ

ークルを作り、デザインサークルに入って活動をし

ています。今年はインターンシップも挑戦して日本

の企業で社会体験をしました。 

私は 2 年生まで日本語能力試験 1 級に合格して、

3年生からはデザイン関連の「カラーコーディネータ

ー」の資格を取りたいと計画を立てましたが、全部

その通りに資格を取得しました。これからは英語の

TOEIC 試験に頑張りたいと思います。様々ことに頑

張った結果、学部では特待生になり、授業料全額

を免除されました。 

米山奨学生になり、あっという間の 6 ヶ月が過ぎ

ました。毎月例会に参加して多くのロータリー会員

と繋がりができました。米山奨学生に申込む時に自

分の視野が広がることを期待したが、その通りにな

ったと思います。普段会えないロータリー会員たち

に会い、その交わりの中で自分の考えや視野が広

がったと思います。 

またロータリー米山記念奨学会からお知らせを

頂き、様々な活動をすることができました。特に今

年東京北ロータリーで協賛した外国人留学生感想

文コンテストに応募した結果、最優秀賞をもらうよう

になりました。 

私は世界の人たちに癒やしを与える人になりた

いです。日本留学はこの夢の基盤になっています。

さらに米山奨学生になって夢に対する心が強くなり、

夢に一歩近づいたと思います。今後は韓国と日本

を超え、アメリカやヨーロッパまで世界を回り、視野

を広げたいです。最終的には世界平和を願ってい

るロータリー精神を基にして、世界に良い影響を与

える人になりたいと思います。 


