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次週の例会

今週の例会

2012 年 ８ 月２１日(火)第 3８６回
■点 鐘
1９時０0 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
ＮＰＯ 河西様

博明

８月 ７日 第３8５回例会

幹事/中村 芳彦

2012 年 ８月２８日(火)第 3８７回
■点 鐘
1９時０0 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 クラブフォーラム

輝く希望を

ＮＯ．２8８発行

週報委員長/

陳

麗瓊

■例会日 毎週火曜日
■例会場 ラフレさいたま ５階
■点 鐘 １９：００
■事務局

さいたま市中央区下落合
4-14-14-2F

奉仕の中に見つけよう

」

拶
皆さん今晩は。本日は公式訪問例会です。国際ロータリー第２７７０
地区 田中德尚ガバナー様には大変お忙しい中訪問いただき心より感謝
申し上げます。また、第３グループ斉藤ガバナー補佐にはガバナー面談
にご出席いただきありがとうございました。会員の皆様よろしくお願い

お願いいたします。先ほど別室に於いて私と中村幹事、井上会長エレクトに心強いご指導
ご助言を頂きありがとうございました。
さて、2012～2013 年度国際ロータリー会長 田中作次氏は、RI テーマとして‟奉仕を
通じて平和を”を掲げ、これは全てのロータリアンの心に訴え、次いで行動を要請するも
のです。と提唱しております。
また、田中德尚ガバナーは「ロータリーで素晴らしい出会いを」、全ての活動を通じて多
くの人が出会いそしてそれは新しい喜びをもたらすものです。と提唱しております。
本年度当クラブは「輝く希望を奉仕の中に見つけよう」をテーマとし前進いたします。
また、ロータリーの綱領と四つのテストを基本として会員による会員のためのクラブとし
ます。これから田中ガバナーによる卓話をいただき、その後はクラブ協議会において各委
員会が発表いたします。長時間にわたりガバナーにご指導いただくことになります。是非
有意義な公式訪問例会になりますよう、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
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●地区事務所
①管理運営部門より
・8/11 開催の管理運
営部門セミナーの
点鐘は 13 時 30 分
です。
・地区内クラブに派遣可能な卓話講師を
各クラブより推薦願います。
・クラブ毎に研修リーダーを設置してく
ださい。

②会員増強維持部門より
・新会員入会速報が届きました。
③日韓親善会議記念友好交流懇親会の
ご案内
日時 ９月１日（土）午後３時
場所 品川プリンスホテル
●第３グループ
第４グループとの合同名簿を作成し
ております。初校を回覧いたしますので
間違いがないか各自ご確認をお願いい
たします。
●7/28 日大勢の会員の見送りで成田より
帰国した青少年交換留学生のアスタさ
んは、予定通り無事デンマークに到着致
しました。

会長より米山
奨学生 李さんに
８月分の奨学金
を授与いたしま
した。
李さんは研究調査のため１０日間ほど
中国に一時帰国されるそうです。

卓

話
2012-13 ガバナー

田中 德尚 様

サンディエゴにおける国際協議会におきまして、田中作次
Ｒ Ｉ 会 長 よ り 今 年 度 Ｒ Ｉ テ ー マ と し て 「 Peace Through
Service」～奉仕を通じて平和を～が発表されると会場は歓声
にどよめきました。そして、平和こそがロータリーの究極の
目的であると明確に示されました。そこで、当２７７０地区
におきましては２０１２－１３年度地区活動方針「Discover
The Rotary」～ロータリーで素晴らしい出会いを～と掲げることとしました。ロータリ
ーは地域の人々の生活を改善したいという情熱を社会に役立つ活動に注いでいる人々の
集まりです。同じ志の仲間同志が集まることによって素晴らしい出会いが生まれ、仲間
が集まることによって目標を達成することができます。田中作次ＲＩ会長が仰られた「低
い目標を立てて達成を目指すより、高く目標を掲げ、その為に挑戦することが大切です」
というお言葉にもあるように、高い目標を掲げた皆様が多くの出会いに恵まれ、高い目
標を目指し、素晴らしい成果を出されることを願っております。また、既に皆様もご存
知の通りＲＩ事務総長ジョン・ヒューコ氏は、ＲＩが取り組むべき課題として以下の５
「ポリオの撲滅」
「未来の夢」
「ロータリークラブ・セ
つの優先項目を挙げておられます。
ントラル」「会員増強」「人道的支援」この５つの項目に力を注ぐことにより、ロータリ
ーが更に強化された団体として素晴らしい結果をもたらすことになるだろうと述べられ
ています。
そこで皆様には下記の項目を重点的に取り組んで頂きたくお願いします。
１つめは、ＲＩ戦略計画に記載されている「クラブのサポートと強化」、「人道的奉仕
の重点化と増加」、
「公共イメージと認知度の向上」、この重点項目に沿った活動に力を注
いでください。
２つめは、今年、ベルリン・ホノルル・広島で開催されますロータリー世界平和フォ
ーラムをはじめとするＲＩの支援をお願いします。日本からは３０年ぶりとなる田中作
次ＲＩ会長のご出身地は当２７７０地区であります。様々な形でＲＩ会長を応援する手
段はあると思いますが、その活動は必ずご自身のクラブの活性化に役立つものだと確信
しております。
３つめは、会員増強です。新会員を受け入れ共に奉仕活動をしてゆくことは、最もク
ラブの活性化に役立つものと確信しております。
４つめは、ロータリー会長賞に挑戦して下さい。本年度の会長賞は非常に具体的でシ
「奉仕の増加」、
「クラブの公共イメージの向上」、いず
ンプルです。 「クラブの強化」、
れもクラブとして取り組むべき課題を示しており、これらをよく理解し実行すればクラ
ブの活性化に役立つ事だと確信しております。
５つめは、是非、例会や事業におきまして平和に関するプロジェクトを実施し地区平
和賞に挑戦してください。
最後に、リスボン国際大会へのご参加をお願いします。田中作次氏は、非公式ではあ
りますが、日本から 3,000 名、当地区からは 300 名の参加を希望されております。国際
大会に限らず、ロータリーには参加しなければわからない素晴らしいことが沢山ありま
す。「リスボンの地で素晴らしい出会い」を
経験されることを確信しております。
平和の港リスボンに向かい我々の船は出港いたしました。港に至る航路は様々でしょ
うが、行先は １つ。奉仕を通じての平和であります。共に良き船旅をしようではあり
ませんか。
奉仕を通じて平和を

≪公式訪問例会前の懇談会≫
ガバナー面談においては、田中
ガバナー、斉藤ガバナー補佐より
ご指導ご助言をいただきました。

スマイル報告
岡村 睦美様
地区副幹事の川口 RC の岡村睦美です。本日
よろしくお願いします。
井上 博明会員
田中德尚ガバナー、本日は公式訪問にお越し
いただきありがとうございました。今回のご指
導を今後のクラブ運営に活かしていきます。
中村芳彦会員
田中德尚ガバナー、本日は公式訪問ありがと
うございます。面談、懇談、楽しかったです。
今後ともよろしくお願いいたします。クラブ運
営に役立てます。
井上 久雄会員
田中德尚ガバナー様、本日はお忙しい中公式
訪問ありがとうございます。岡村睦美地区副幹
事様、公式訪問ご苦労様です。今後とも当さい
たま欅 RC に対しまして、ご指導よろしくお願
いいたします。
内木 滋郎会員
本日はガバナー公式訪問、国際ロータリー第
２７７０地区ガバナー田中德尚様、同地区副幹
事 岡村様、ようこそお越し下さいました。どう
ぞご指導よろしくお願いいたします。先例会 納
涼例会、本多委員長を始め関係者には大変素晴
らしい企画ありがとうございました。
片山 金次郎会員
第２７７０地区ガバナー田中德尚様、並びに
地区副幹事の岡村睦美様、本日は公式訪問あり
がとうございます。ご指導よろしくお願いいた
します。米山奨学生 李さん、ようこそ。前回の
花火大会例会、良かったでしょう！！
小池 智修会員
お暑いですね。田中ガバナ―、お元気ですか？
この夏を健康に過ごせる方法でもご教授下さ
い。ロータリーも先ず健康でなければ、出席も
事業もできませんね！本日はよろしくお願いし
ます。地区副幹事の岡村さんは健康そうですね。
住吉 望会員
ご来訪のお客様、ようこそお越し下さいま

した。本日はよろしくお願いいたします。と
にかく、ガンバレ日本！！
田中 修会員
田中ガバナー、公式訪問ありがとうござい
ます。ご指導よろしくお願いいたします。
陳 麗瓊会員
本日は田中ガバナー様ようこそいらっしゃ
いました。皆様、本日もよろしくお願いいた
します。
寺沢 良治会員
皆さん、こんばんは。本日は公式訪問例会
です。ＲＩ第２７７０地区ガバナー 田中德尚
様、また、地区副幹事の岡村睦美様、ようこ
そ！よろしくご指導お願いします。本日もよ
ろしくお願いします。
内藤 憲会員
田中ガバナ―様、御多忙にもかかわらず御
足労いただきありがとうございます。
野原 哲夫会員
田中ガバナー、公式訪問ようこそお越しく
だしました。ご指導よろしくお願いします。
本多 正和会員
本日は公式訪問例会です。田中ガバナ―ご
指導よろしくお願いいたします。本日もよろ
しくお願いします。
三上 等会員
田中德尚ガバナー、本日はお忙しい所公式
訪問ありがとうございます。岡村睦美地区副
幹事、ご苦労様でございます。よろしくお願
いいたします。
8/7 17,000 円

出 席

累計 166,500 円
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