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ＧＳＥメンバー
ＧＳＥメンバーの
メンバーのカーステン・
カーステン・ビニーさん
ビニーさん来日
さん来日

本日の
本日のプログラム ４月２５日
２５日（水）
クラブ協議会
クラブ協議会「
協議会「15 周年記念式典について
周年記念式典について②
について②」
会

長

挨

拶

会長 島﨑 次弘

皆さん今晩は。本日は大変素晴らしいお客様に来

て頂きました。ＧＳＥオーストラリアメンバーのカ
ーステンさん、ようこそ熊谷南ＲＣへ。大歓迎致し
ます。日本での生活はいかがですか。今日の職業研
修お疲れ様でした。
熊谷西ＲＣの原口さん、本日はメイクアップ有難
うございます。また、昨日はカーステンさんのホス
トファミリーの植竹さんが大変お世話になりました。
どうぞ今日はゆっくり楽しんで下さい。
カーステンさんのプロフィールはこのあと佐川Ｒ
財団委員長からお願いしますので、私はＧＳＥにつ
いてお話させて頂きます。
ＧＳＥとは Group Study Exchange の略で研究グル
ープの交換と言う意味です。ロータリー財団の補助
金プログラムのひとつで、２５歳から４０歳までの
職業意識の高い若い職業人を数名選抜してチームを
作り、異なる国２国間の地区同士で交換し合う相互

訪問の形で行われます。今回は私たち第２５７０地
区とオーストラリアの第９６３０地区との間で行わ
れております。
実はこちらの 2570 地区からの派遣団
は、去年の 3 月にすでにオーストラリアに職業研修
に行っております。それと入れ違いにカーステンさ
んたちが日本に来ることになっていたのですが、ご
承知のように来る直前に東日本大震災が起きてしま
い、
やむなく一年延期されて今年の 3 月 25 日に日本
にいらっしゃいました。ＧＳＥチームは約１ヶ月間
滞在し、職業研修を通じて自分と同じ職業が海外で
どのように実践されているかを見学し観察をして、
職業への違った取り組み方、実践の仕方を勉強して
もらいます。そしてその国の同じ職業の方達と意見
交換をしたり、個人的な友好関係を育んでもらうこ
ともあります。また、滞在国の文化や歴史に触れ、
その国の制度を体験することにより理解を深め、自
分の視野を広げて個人的にも職業人としても成長す
る機会を提供することも大事な目的になっておりま
す。
カーステンさんはオーストラリアの高校で日本語
を教えている先生ということで、日本の学校教育を
学びたいということで、今日は私と一緒に石原小学
校へ職業研修に行って来ました。朝８：３０から午
後３：００までビッチリと研修をやって頂きました
が、先生や生徒の皆さんが大歓迎してくれて、大変
楽しい研修にもなったようです。今日はお疲れでは
ないかと思いますが、このあとのプレゼンテーショ
ンどうぞよろしくお願いします。
また、今日は皆様にお知らせしたいことがもうひ
とつあります。当クラブの名誉会員だった書道家の
野口白汀先生の遺墨展が、今年のお正月に、東京「上
野の森美術館」で開催されましたが、それと同じも
のが今、地元熊谷で開催されております。入会年数
の浅い会員は、野口白汀先生のことを知らない方も
いると思いますが、先生のように全国に名を知られ
た高名な書道家が当クラブの名誉会員だったという
ことを知って頂くためにもいい機会です。カーステ
ンさんにも熊谷に滞在中に一緒に見に行ってもらお
うと思っています。詳しくは、このあと奥田幹事か
らご案内致しますので、ぜひたくさんの会員の皆さ
んに見に行って頂きたいと思います。重ねてよろし
くお願いします。

幹

事

報

告

幹事 奥田 尚幸

１． 地区より
＊2012 年 5 月のロータリーレート 1 ド
ル＝82 円
＊「ロータリーの森」の奉仕活動について
＊RI 国際大会登録状況確認のお願いと立
原ガバナーズナイトのご案内
２．熊谷市国際交流協会より
＊熊谷市国際交流協会役員並びに総会・懇
親会の開催について（通知）
＊シェイクハンズの送付及び平成 24 年度
会費納入について
３．東京 RC より
＊会報
４．熊谷東 RC より
＊第 32 回熊谷青少年（新世代・ライラチ
ャリティ）剣道大会のご案内
＊会報
５．熊谷市美術家協会より
＊熊谷南ロータリークラブ会長賞の交付
を受けた文化事業の開催結果について（報
告）
６．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より
＊ハイライトよねやま１４５
以上が届いております。

委 員 会 報 告
PETS(President Elect Training Seminar) 報告
会長エレクト 渡邊藤男
３月１７日(土)、東松山の紫雲閣におきまして、
PETS が開催されました。
鈴木ガバナーエレクトより、次年度 RI 会長、田中
作次さんのテーマなどが報告されました。
はじめに、
次 年 度 RI 会 長 の 方 針 テ ー マ は 「 PEACE
THROUGH SERVICE(奉仕を通じて平和を)」が、
テーマであります。田中さんは「奉仕を通じて平和
を、と云う概念に、難しい哲学は無い」と云い、ご
自分は「哲学者では無くビジネスマンである」とい

い、ビジネスマンとしての永年の経験から「事業を
成功させるには顧客の満足を追求する以外にない」
という結論に達したとのこと。
「顧客に喜んで貰えれ
ば事業は成長し、自分自身も幸せになれる。しかし
それは事業が成功しているからだけでなく、他人を
幸せにしてあげることが出来たと云う認識が有るか
らだ」などの、報告がありました。
続いて、RI 戦略計画の３つの優先項目も合せて報告
がありました。
田中年度には、各クラブに於いて
１、 クラブのサポートと強化
２、 人道的奉仕の重点化と増加
３、 公共イメージと認知度の向上
という、３つの優先項目の発表がありました。
続いて、鈴木２５７０地区次年度ガバナーより、重
点課題の報告がありました。RI テーマを受けて第２
５７０地区の重点課題は奉仕の追求としたいとの発
表がありました。
各委員会の運営方針等は各部門委員長より発表があ
りました。
ちなみに、熊谷南ロータリークラブの次年度ガバナ
ー公式訪問は１１月１４日(水)、ガバナー補佐訪問
は前の週の７日(水)と、なります。何卒、ご協力の
ほうを宜しくお願い致します。
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例会日 ４月１８日
会員数
出席
欠席
出席率
MU
２６
１６
１０
０
６２％
お客様：GSE 団員 Kirsten Nicole Binnie さん
熊谷西 RC 原口安太郎様
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熊谷西 RC 原口安太郎様
本日は大変お世話になります。オーストラリアか
らのお客様がおるとのことで、出席させて頂きま
した。
よろしくお願い致します。
そこで一句です。
「カンガルの 国よりの友 ロータリー」
島﨑次弘会長・奥田尚幸幹事
カーステンさん、ようこそ熊谷南ロータリークラ
ブへ。日本の子供達との交流はいかがでしたか。
今日のプレゼンテーションよろしくお願いします。
熊谷西 RC 原口様ようこそ。3 クラブ合同例会で
は大変お世話になりました。本日はメイクアップ
有難うございます。
棚澤正行会員
カーステンさん、熊谷西ＲＣスローニン原口様、
ようこそ南クラブへお越し下さいました。楽しん
で行って下さい。
植竹知子会員

昨日からカーステンさんが私の家に来ました。日
本語がよく解かり、助かっています。とても、し
っかりしていて、整理整頓好きで、部屋の中をす
ぐに自分が過ごしやすく片付けて、勉強家です。
私の方が学びたいと思います。
清水保人会員
先日、市立図書館の三階で行われている「野口白
汀の字」を見に行って来ました。素晴らしい展示
でした。
渡邊藤男会員
カーステン・ビニーさん原口安太郎さんようこそ
南ＲＣへ。本日楽しんで行って下さい。
中島勉会員
カーステンさん、ようこそ熊谷南ＲＣへ。石原小
学校での授業見学、いかがでしたか？残り少ない
日本での生活、楽しんで下さい。

熊谷南ロータリークラブ
熊谷南ロータリークラブ
会報・広報（IT）委員会 石井一則・塚越尚之
小野寺弘行
TEL 048-522-6143 FAX 048-522-6153
E-mail: ksr@kumagaya-south-rc.com

