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司会進行 副幹事 上田直人君

ロータリーソング「それでこそロータリー」ソングリーダー 甲田正昭君

ゲスト 下井一志様、宮原弘夢様、大久保華琳様、森愛華様、土屋風歌様、市川大良アラン様
ビジター 外間晃君（那覇東ＲＣ）
《会長あいさつ》会長 大工原巧君
今朝起きましたら夜が明けなかったような暗さでビックリしていたのですが、
薄っすらと雪が降って参りまして、もうこんな陽気だったのかと思わずお驚き
ました。昨日も軽井沢でコロナの感染者がお一人出まして、軽井沢で１３人目
です。軽井沢の中においては密になる食事処等々に対しては大変警戒をしてお
りますので、そういう事のないようにと言う状況の中で対応をしていると思い
ますけれど、皆様もお気を付けて頂ければと思います。
先日「はやぶさ２号」と言う小惑星探査機が無事に地球に帰還、カプセルが回収されたと言うニュース
が入ってきておりました。人口クレイターを作って探査をしているという「はやぶさ２号」に対して
は、実は世界で７つの初と言う事が言われております。
１・小型ロボットによる小天体表面の移動探査、２・複数のロボットを小天体に投下、展開、３・天体
着陸制度６０センチを実現、４・人口クレイター作成、その過程と作成前、作成後の状態を詳細観測、
５・1 機の探査機が同じ天体の 2 地点に着陸、６・地球圏外の天体の地下物質にアクセス、７・最小・複
数の小天体周回人工衛星を実現、と言う事になっております。益々、宇宙に関する探査、調査の関係で
日本の技術の存在感が非常に高まってきているような状況でございます。将来的には惑星が日本に衝突
するかもしれないと言う様な事が起きてもスペースガードとして役立って行く様な「はやぶさ２号」の
存在を理解し、進めて行って頂きたいと思います。
《幹事報告》幹事 今井亮君
★ガバナーエレクト桑澤一郎様より

2021-2022 年度地区委員会に「デジタル化推進委員会」設置

新たに地区委員推薦をお願い 7～8 名、令和 3 年 1 月 12 日〆

★ガバナー補佐相馬徳太郎様より 東信第一グループ第 2 回会長幹事会開催
12 月 17 日（木）於；佐久グランドホテル
★通信物＝①軽井沢町令和 3 年成人式は成人者、関係者のみで開催のお知らせ
②草津ＲＣクリスマス夜間例会延期のお知らせ③軽井沢高原文庫通信第 96 号
★クラブ会報＝上田ＲＣ
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中沢雅子君
★軽井沢高校派遣学生を歓迎して…依田龍治君、大久原巧君
★今日は寒いですね、初雪です…遠藤孝君
★高校生頑張れ…柳沢洋一君、佐藤敏明君、佐藤崇君、尾沼好博君
市川保雄君、今井亮君、佐藤学君、甲田正昭君、西川眞司君、袖山卓也君、内山貴司君
金山城太郎君、干川慎一郎君、佐藤好雄君、佐藤俊幸君、大雲芳樹君、佐藤一郎君、長岡秀秋君
中沢雅子君、志立正嗣君、古越道夫君

《第 50 回グアム派遣学生例会ご招待》国際奉仕委員長

佐藤学君

本日は本来であればグアムに行くに当っての抱負を学生の皆様にお話しして頂く
わけですが、ご案内の通り新型コロナウイルスの影響で今回も中止となってしま
いました。本当に残念です。この例会では学生の皆様には今回選考された時の嬉
しさや中止になってしまった時の悔しさ等をお話し頂きたいと思っております。
また例会終了後、学生の皆様と校長先生、会長幹事、国際奉仕委員の皆様で今後
この事業をどの様に進めて行くか話し合う場を準備致しましたので、宜しくお願
いします。
【軽井沢高校 2 年 1 組 宮原弘夢君】

をいただき、良くも悪くも

新生徒会長になりました宮原弘夢です。
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当に悔しい気持ちが一杯です。

安もありました。そして今年選考会を行うと連絡
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【軽井沢高校 1 年 1 組 土屋風歌さん】

未だ 1 年生だからと言うの

第 50 回グアム派遣学生として選んで頂き有難

もあると思うんですけど、
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【軽井沢高校２年２組 大久保華琳さん】

今年の選考会の時にコロナ

去年と今年とグアム派遣生に選んで頂きありが

がどんどん増えて行って、
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に嬉しかったです。ですが今回も中止になってし
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る気持ちが強くなりました。
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この機会を通して自分の英語に対する気持ちが強
くなって、もっと頑張りたいと思いました。

【軽井沢高校 1 年２組 森愛華さん】
私が中学校の時に軽井沢高校に来る目的の一つで

るので、来年に向けてもっ

もあったグアム派遣の面接があると聞いて、本当

と自分の英語力だったり、

に受かる気持ちで行ったので、合格通知が来た時
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合格通知が来た時は軽井沢

が、本当に中止の通知が来た時はとても辛かった

高校に入学した一つの目標でもあるグアム派遣、

んですけれど、まだ 1 年生なので来年も機会があ

一つ夢が叶えられたのかなと思い、嬉しかったん
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でもこの悔しい気持ちを何か他の事に繋げられ
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【軽井沢高校 2 年 3 組 市川大良アラン君】

グアムに行きたかった理由は、現地でアメリカの

この度僕をグアム派遣に選

文化を学びたいなと思いました。自分の経験なん

んでくれてありがとうござ
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じゃないかという不安も最初からありました。

した。

そういう事もあって通知が来た時余りショックは

今後、余り関わりはないと思いますが、宜しくお

来なかったんです。

願いします。

《ご挨拶》

軽井沢高校長 下井一志様

今回、選ばれた、そして行けなくなった気持ちを話す機会を一人一人に与えて頂
いたと言う事に本当に有難く思いました。私も今こうやって一人一人の話を聞い
て、こういう気持ちでいるのだなと言う事が良く分かりました。

点鐘
＊卓話のテープは事務局にございます。ご利用の方はお申し出ください。

第 50 回グアム派遣学生の皆さんと

