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次週の例会

今週の例会

2010 年 1１月 1６日(火)第３０３回
■点 鐘
1２時 30 分
■例会場
ラフレさいたま
■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」
■プログラム主題 外部卓話

１１月

２日 第３０２回例会

幹事/中山 祐太郎

2010 年 1１月３０日(火)第 30４回
■点 鐘
■例会場
各活動場所
■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」
■プログラム主題 野外活動

初 志 忘 れ ず

ＮＯ.２３１ 発行

週報委員長/秋本

昌治

■例会日 毎週火曜日
■例会場 ラフレさいたま ５階
■点 鐘 １２：３０（第１・２・３）
１８：３０（第４・５）
■事務局
さいたま市中央区下落合
4-14-14-2F

新 た な 息 吹 を

」

です。皆で心よりお祝いを申し上げます。今週は秋晴
れが続きそうです。週末には紅葉狩りにでも出かけた
らいかがでしょうか。時にはリラックスも必要です。
ありがとうございました。

■ゲスト紹介
【本日の卓話者】

地区 R 財団部門
資金推進委員
三枝 和男様

■会長挨拶

片山 金次郎

皆様、こんにちは。
本日の例会は１１月第一例会 第 302 回例会です。
ガバナー公式訪問例会が第３００回目の記念例会で
した。１１月はロータリーでは財団月間となります。
そして第２７７０地区では、井橋年度最大のイベント
であります地区大会が１３日（土）浦和、１４日（日）
越谷で行われます。本日はロータリー財団資金推進委
員会の三枝和男様に卓話をいただくことになってお
ります。財団について皆様、改めて勉強してみましょ
う。三枝様、お忙しい中ありがとうございます。よろ
しくお願いします。また、お客様に地区青少年交換委
員 大宮 RC の川島利雄様、我がクラブでホストしま
す大宮北高の北浦知恵様とお母様が皆様に御礼のご
挨拶にまいりました。後ほどコメントをいただきたい
と思います。
さて先例会では、ラフレさいたま 10 周年三料理長
饗宴の夕食会を例会振替にしたところ、季節外れの台
風１４号の大雨で足元の悪い中、皆様にご出席いただ
き御礼申し上げます。和食、洋食、中華と豪華なメニ
ューで美味しく頂き大変楽しい盛り上がった満足度
十分の夕食会ではなかったかなと思います。
１１月は秋の叙勲です。内木会員がこの度受章され
ることになりました。おめでとうございます。我がク
ラブにとっても大変名誉ある誇り高い喜ばしいこと

地区青少年交換委員
川島 利雄様
青少年交換派遣生
北浦 智恵様
（大宮北高校在学）

お母様
米山奨学生
チャイウット・マユリー様

■幹事報告

中山 祐太郎

●第５回役員・理事会を開催いたしました。
次年度地区役員として、井上久雄会員と三上等
会員を推薦いたします。その他７議案協議いた
しました。
●ガバナー事務所より
①地区大会のスケジュール変更…本日配布の
案内で、ご確認ください。
②11 月のレート １ドル＝８２円
●大宮北東 RC より・・・創立２０周年記念チャ
リティーゴルフ大会のご案内

■委員会報告

うござ

●米山奨学記念委員会

表
野原

彰
哲夫会員

米山功労者
マルチプル

■卓

４回

話
ロータリー財団部門 資金推進委員会
三枝 和男様

去る１０月 9・10 日のポリオ撲滅チャリティーバザ
ーではさいたま欅ロータリークラブﾞ様には多大なる
ご配慮、ご理解、ならびにご協力をいただきましたこ
とを厚く御礼申し上げます。
ロータリ―財団は、１９１７年米国ジョージア州アト
ランタで開催された国際大会において、アーチ C.クラ
ンフが「全世界的な規模で慈善・教育・その他の社会
奉仕の分野でより良きことをするために基金をつくろ
う」と提案したことに始まりました。
井橋年度から３年間、当地区は「未来の夢計画」に
より世界の 100 のパイロット地区の内の 1 地区に選
ばれました。これより今までの「教育的プログラム」
「人道的補助金プログラム」「ポリオ・プラスプログラ
ム」の３つのプログラムから「新地区補助金」「グロー
バル補助金」を使ったプログラムへ移行します。
「未来の夢計画の目的」達成の為の新地区補助金
制度では、今までロータリー財団が持っていた権限
を地区へ移管し、大きな裁量を持たせることになりま
すが、大きく３つの条件が課せられました。
グローバル補助金は 6 つの重点分野に該当する総
予算 3 万ドル以上のプロジェクトで相手がパイロット
地区であること、持続と測定可能な成果をもたらすも
の等が要件になります。
本日は皆様の寄付からお金が使われるまでの流
れをお話しさせていただきますが、日頃より片山会
長・井上財団委員長を始めさいたま欅ロータリークラ
ブ会員の皆様の財団に対する深いご理解に敬意を
表しますと共に、ポリオ撲滅へのチャレンジや財団寄
付目標の達成とロータリーカードの推進ならびに１月
３０日のポリオ撲滅チャリティーフェスティバルに対し
ましても重ねてご理解とご協力をお願いいたします。

■スマイル報告
■三枝 和男様（地区 R 財団部門資金推進委員/大宮東ＲＣ）
去る１０月 9・10 日のチャリティバザーでは大
変お世話になりました。ポリオに４８万円の寄付を
することができました。ありがとうございます。
■川島 利雄様（地区新世代部門青少年交換委員 /大宮ＲＣ）
今日はよろしくお願いします。

◆片山 金次郎会員
本日は地区資金管理委員会の三枝様、卓話ありが
とうございます。また、地区青少年交換委員の川島
様、この度は色々とお骨折りいただきありがとうご
ざいます。そして北浦智恵様、お母様ようこそ！こ
れから一年間よろしくお願いします。マユリー、元
気そうですね。今日も１日楽しくやりましょう。
◇中山 祐太郎会員
卓話、よろしくお願いいたします。川島利雄様、
青少年交換学生 北浦智恵様とお母様、ようこそお
越し下さいました。
◆秋本 昌治会員
内木さん、叙勲おめでとうございます。当クラブ
の名誉です。これからも頑張って下さい。また、お
客様の皆様、御苦労様です。
◇伊藤 操会員
今日はよろしくお願いします。
◆内木 滋郎会員
地区ロータリー財団資金推進委員 三枝様、本日
は卓話ありがとうございます。大宮 RC 川島様、
青少年交換学生 北浦様、お母様、ようこそお越し
下さいました。よろしくお願いいたします。お陰さ
まで秋の叙勲で旭日双光章の栄に浴することにな
りました。これも一重に皆さまのご指導の賜物であ
ります。ありがとうございます。
◇田中 修会員
地区財団の三枝さん、本日は卓話よろしくお願い
致します。地区青少年交換の川島様、御苦労様です。
内木さん、旭日双光章の受章おめでとうございます。
◆寺沢 良治会員
本日のお客様、お越しいただきありがとうござい
ます。よろしくお願いいたします。
◇内藤 憲会員
本日は 11 月初めです。頑張りましょう。お客様、
歓迎いたします。
◆野原 哲夫会員
三枝地区財団委員及び川島青少年交換委員、よう
こそお越し下さいました。次年度青少年交換派遣生
の北浦さん、お母さん、今後ともよろしくお願いし
ます。
◇本多 正和会員
お客様、ようこそお越し下さいました。本日もよ
ろしくお願いします。
◆三上 等会員
本日のお客様、ようこそいらっしゃいました。よ
ろしくお願い致します。
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28,000 円

累計

337,000 円

■出席報告
月日
11/

2

会員総数

出席

欠席

出席率

1８

1４

４

77.78％

