
会長：　武田 和則 / 幹事：石渡 健司 ： 例 会 日：木曜日
クラブ会報委員会： ： 午後 12:30開会

委 員 長 ：境野 登章 ： 会.....場：ベルヴィ アイトピア

　　副委員長 ：永島 健雄

第２２３７回 第 二 十 七 回 例会 （2012年 1月26日）

☆ 点鐘 ☆ 委員会報告

☆ ロータリーソング斉唱......奉仕の理想 ☆ 高校生社会体験活動報告

☆ 四つのテスト唱和 ☆ 出席奨励委員会　野口一信委員長

☆ 来訪者紹介　　　 湯本茂作副会長 ☆ スマイルボックス委員会｠...井上真弓委員長

☆ 会長報告　　　　 湯本茂作副会長 ☆ 点鐘

☆ 幹事報告... .... 石渡健司幹事

★ 点 鐘　 ★ 来 訪 者 紹 介
埼玉浮き城プロバスクラブより、渡辺栄一様です。

★ 会 長 報 告　　　 湯本 茂作 副会長

.皆さんこんにちは。今日は武田会長さんが人間ドックの為お休

みです。会長に代わって、副会長の湯本茂作がご挨拶させて頂

きます。人間ドックという事ですので、健康についてお話ししたい

と思います。健康に毎日を過ごすのには、肉体的にも精神的にも

健康にしておく事が大事です。そのためには、まずは規律正しく

生活をする事。朝もなるべく早く起きる事。朝食を始め、時間通り

に一日三食の食事を取る事。食事はまず生野菜を両手いっぱい

位の量。茹でたり焼いたりした場合は、片手分位が良いそうです

。おかずはなるべく種類を多くとる事。食べる量は、腹八分目位

が良いようです。食べ物は良く噛んで、一口三十回位噛んで飲

み込む。晩酌のアルコールですが、ビールなら中ビン一本。日本

酒でしたら、一合位が良いそうです。一週間に二日くらい休肝日

を設けると、体に肝臓にと大変良いようです。夕食は寝る三時間

位前に済ませる事。夜、床に就く時間は十時位に、そして朝は

六時位に起床するのが良いようです。それと精神的にも健康でな

いと駄目ですね。まずストレスやお金を貯めない事ですね。それ

には何事にもくよくよしない、考え込まないようにする事です。お

金については諦めが肝心です。困っ事が起きても、そのうち何と

かなるだろう。俺のせいじゃないんだ。..........................⇒

俺は悪くないんだと、自分に言い聞かせる事だと思います。開き

直りですね。必ず何とかなりますから、世の中そんなものだと思い

ます。頑張りましょう。先週、20日の金曜日アイトピアにて「埼玉

浮き城プロパスクラブの設立記念パーティーが開催されました。

当クラブからも歴代会長さんや本年度の会長幹事さんがご招待

に与った次第です。我がクラブがスポンサーで設立されたクラブ

ですので、次年度・次々年度位まではご支援していかないなとな

らないのかなと感じました。先方も期待していますので、宜しくお

願い致します。今日の例会では、昨年羽生実業高校の生徒さん

と企業面談の練習に行かれました５人のメンバーの方から感じた

事を発表して頂きます。宜しくお願い致します。以上で会長代理

挨拶を終わります。ご清聴、有難う御座いました。

★ 幹 事 報 告　　　　　石渡 健司幹事

本日、武田会長が人間ドック及び足の治療のために欠席します

。副会長湯本様、及び会員の皆様には、よろしくとの事です。昨

日、クラブ研修委員会の炉辺会合が行われました。次回２月２日

には、クラブ研修委員会の小林委員長によります熱の入った例

会になりますので、是非ご出席をお願いします。台北城中ロータリ

ークラブ２５周年記念大会参加親睦旅行ですが、今週ご案内が

届いていると思いますがご質問等ございましたら、姉妹クラブ委員

会小菅委員長または幹事石渡までご連絡下さい。前回の例会の

卓話者、地区研修リーダー山口様よりお礼の文章が届きました。

ご報告します。以上で幹事報告を終わります。



★ 委 員 会 報 告

※埼玉浮き城プロバスクラブ｠ 渡辺栄一会長

1月20日、こちらアイトピアにてプロバスクラブの記念式典を行い

ました。大勢の皆様にお越し頂き、激励の言葉など頂きました。

ありがとうございました。委員会の皆様を始め関係者にはお手伝

いをして頂き、半年間ではございましたが準備をして参りました。

6月17日に設立総会を開く事が出来たわけです。皆さのご支援

のおかげで、何とか独り立ちをする事が出来ました。事業に関し

て、目的が同じであれば皆様とご一緒に奉仕活動を出来たら我

々も助かるわけです。当プロバスクラブは33名おります。職業も

様々です。それぞれの業界のプロばかりです。目的は親睦では

なく、社会奉仕です。子供達のキャリア教育などです。子供たち

が将来職業に就く時に役に立つよう、考えております。今後とも、

どうぞ宜しくお願い致します。

※ 姉妹クラブ委員会　小菅克祥委員長

今年度の親睦旅行の申し込みですが、今月末が締め切りです。

まだ充分間に合いますので、是非参加のお返事を宜しくお願い

します。来月の9日と16日の例会ですが、桑名北ロータリークラブ

そして白河ロータリークラブから来訪者がおります。委員会の方

を含め、皆様お手伝いのほど宜しくお願い致します。

★ 高 校 生 社 会 体 験 活 動 報 告　

※宮内会員

羽生実業高校より依頼を頂きました。就職活動の為の面接模擬

テストという事で、持ち時間は20分で行いました。私は男子生徒

1人と女子生徒1人の面接を行いました。感じた事は、拶が出来

ないという事です。まずは面接会場に入って来て挨拶をするとこ

ろから指導を致しました。それから、履歴書の書き方が滅茶苦茶

でした。本人は自衛隊に入りたいとの事がでした。..........⇒

理由はお父さんが自衛官だからだそうです。女子生徒ですが、

こちらも挨拶が出来ない。印象は表情がとても暗く、陰湿に感じま

した。にっこり笑うよう指導し、愛嬌を持って接するよう指導を致しま

した。

※ 湯本副会長　

私は1人30分の持ち時間で、模擬面接を行って参りました。面接

官と生徒さんの座席は、3 mくらい離して設定してありました。まず

声が小さかったです。それから名刺もらったら、「ありがとうございま

す」と言う言葉を言うよう指導し、そして貰った名刺はテーブルの

上に置いて話をするよう指導を致しました。後は大きな声で話す

よう教えました。人によっては、名刺をまるめたりする生徒もいまし

た。目が泳いでいたりする生徒もいました。皆さんに笑顔で話す

よう指導を致しました。これからどのような仕事をしたいのか、夢や

目標は？と聞いたところ、3人とも答えられませんでした。目標を

持って夢を持って会社に入るよう指導を致しました。帰りは皆さん

笑顔で「ありがとうございました」と言って帰って行きました。

※小池利昌会員

私が会長時のガバナー、鈴木ガバナーが行田高校の教員をや

っておりました。昨年度、羽生実業高校より依頼があり、ロータリ

ークラブで受け入れをしたわけです。妻沼あたりのクラブが熊谷

の生徒さんたちのインターシップをやってみたら、色々と大変だっ

たようです。私が受け入れた生徒さんは、3名とも女性でした。と

ても良い人材でした。県の意向は、将来の為に色々と覚えてもら

いたく、インターシップを行っているわけです。私のお店で働いた

3名の方から手紙をもらいました。その中の1名の方の手紙を読ん

でみます。　「このたびはお忙しい中に、インターシップを行って

頂きありがとうございました。最初は、花屋さんはどんな仕事をす

るのだろう？と思っておりました。　～次のページへ続く～



～高校生社会体験活動報告　前のページより続き～

あっと言う間の5日間でしたが、とても勉強になりました。2日目は

、自分から動く事に集中していました。全体としてはとても勉強に

なりましたが、迷惑をかけてしまったとも思っております。2年後の

進路を決める時に、生かしてみたいと思います。お忙しい中、あり

がとうございました。」との事です。

※山本憲作会員
昨年の8月8日に、模擬試験を行って参りました。私が面接官をす

る時だけ、新聞記者が取材を行っていました。面接の会場だけが

戦場ではない。その面接する会社の門をくぐるところから、面接

は始まっています。門をくぐる前から緊張感を持って入るようお話

をしました。面接官の中には、耳の遠い人もいるんだから、ハキ

ハキと大きな声で話すようお話もしました。姿勢を正しハキハキと

です。企業はどう言う人を望んでいるのか？企業は、明るく元気

で笑顔のある人を望んでいます。経営者は、辛抱と言う言葉が好

きです。辛抱の出来る人。人を見て、この人は見ていて気持ち良

い人だと思う人がいたら、真似をすれば良いのです。笑顔を作る

のは、鏡に向かって練習しても良いのです。等々、指導をして参

りました。

※小山博会員

皆さんには、私の方から今回の面接をお願いしました。この奉仕

は、生徒の育成を育むとても良い内容だったと思います。

私も女子生徒の面接官を行いましたが、とにかく声が小さかった

です。農協の職員を目指していますと言う生徒さんでした。

仕事とはとても厳しいもので、入社して間もなく辞めたくなると言う

事もあるだろうけれども、仕事の中に喜びを見出してほしいと教え

ました。卑しい仕事など、この世の中にはありません。

全ては世の中のためになっているものです。靴磨きの仕事をやっ

ている人の話をしました。・・・・・・・・・・・・・⇒

そう言う人の方が、家に帰ると結構綺麗な家に住んでいたりします

。皆様にはご協力をして頂きまして、ありがとうございました。

★ 出 席 状 況 報 告　 野口一信委員長

T ・ 正 会 員 数 56名
A ・ 85年規定承認者 11名
A ・ 理事会欠席承認者 0名
P ・ 本 日 の 出 席 者 22名
B ・ 各承認者の例会出席者 4名
MU ・ 本日のメーキャップ者 3名

本 日 の 出 席 率 51％

野口一信委員長 井上真弓委員長

★ スマイルボックス委員会　　 井上真弓委員長

★ ニ コ ニ コ 報 告 
湯本副会長 本日は会長代理を務めさせて頂きます。

石渡幹事 高校生体験活動委員会の皆様、本日卓話ご苦労
様です。

渡辺栄一様 プロバスクラブ設立記念パーティーには大勢の皆
様においで頂き有難うございました。

浮き城プロ
バスクラブ　　　今後ともよろしくお願い致します。 

永島会員
おかげ様で“忍の行田の昔話”51話がまもなく完
成です。ご期待ください。市民大学第4期生も好
評募集中です。

山本会員 本日は発表お世話になります。
小山会員 高校生体験活動委員会報告をさせて頂きました。

小林会員
甲斐姫物語が2月1日より埼玉新聞に連載されま
す。購読をお願いします。高校生社会体験活動
委員会の皆様卓話ありがとうございました。

持田会員 先週は、何年かぶりに家族のために休みました。
風邪に気を付けて。

小菅会員 先月下旬からマイナス３㎏のダイエット再開しまし
た。現在マイナス1.5㎏と順調です。

井上会員
今年の花粉は昨年の8倍以上に増えるそうです。
ハッカやニワトコの花のお茶が良いようです。お試
しください。

以下同文
宮内会員、清水治雄会員、古沢会員、鴨田会員
、大久保会員、福島会員、小椋会員、境野会員、
渡辺会員、柿沼会員、野口会員

本日のニコニコは26,000円でした。
ありがとうございました。（順不同にて報告しました）

★ 点 鐘　　　　　　　　湯本 茂作 副会長
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