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会長/井上
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次週の例会

今週の例会

2012 年１０月 16 日(火)第 394 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
会員増強維持部門

博明

幹事/中村 芳彦

2012 年 10 月 23 日(火)第 39５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
「企業と人材」 森井泉 育次郎様

輝く希望を

NO.2９3 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

」

汚染地域は…
被災地では ー 避難区域
日本人は ー 岩手・宮城・福島・茨城・千葉
外国人は ー 日本全土
映画制作に当たり、武蔵野市はＯＫで援助金が出
たが教育委員会はいじめと聞いただけでビビっ
てダメ。知り合いの人脈を頼って上映している状
態なので当クラブでも協力したいと思います。

お客様紹介
会

長

挨

拶

皆様、こんばんは。
会長ノミニーに立候補して下さい。選挙管理委員
会を立ち上げます。寺沢委員長に申し出て下さい。
今日は、社会奉仕事業の打ち合わせ例会です。素晴
らしい提案と活発な意見をよろしくお願い致しま
す。
さて、９月３０日、ムーブ町屋 ハイビジョンルー
ムでＮＰＯ主催「福島から避難してきた子どもたち
をいじめから救おう、笑顔がいちばん」を観てきま
した。内容は３月１１日の大災害は東京に住むゆう
と君にも影響を及ぼした。宮城で缶詰工場を営む祖
父は行方不明、中２と小４の２人の従兄妹が福島か
ら疎開してきた。従兄妹たちは学校や家でだんだん
と元気を無くしていく。環境の変化に加えて放射能
がうつるといじめられたのが原因らしい。噂を聞い
た「きらきら談話室」の佐野室長が動いた。福島県
夜の森出身でいじめをなくそうと活動している歌手
よの森あかね。デュエット曲 麦畑の作詞家を招き楽
しいイベントを開こうと言うのだ。折しも父親の転
勤でアメリカから帰国したハーフの兄妹が仲間に…
イベントの席上彼らは東京在住の子どもたちも汚染
されていると毛嫌いする。東京の人が福島を危険地
帯と思うのと同様、日本全体が危険と主張する。初
めて【帰れない】福島の子らの痛みを知るゆうと君
やいじめっ子ら。今だ！！そこで閃いた佐野室長が
打った手とは…

米山奨学生

幹 事

李

少青さん

報 告

●第４回役員理事会を開催いたしました。
●地区大会登録の回答を今週末までにお願い致
します。
●地区より
ロータリー財団部門より、
「アフリカ保育器イ
ニシアチブ」事業への協力依頼
内容 保育器の寄贈、機器の使用方法及び
妊婦への教育本グローバル補助金事
業に参加検討願います。
●第 3Ｇより
13～14 年度ガバナー補佐 浜野 英美様
（大宮シティＲＣ）に決定いたしました。

RLI

Part Ⅰ終了証

寺沢 良治会員

クラブ協議会
１０月２日、１０月９日、２週にわたり社会奉仕事
業開催について協議いたしました。

社会奉仕事業実施要領
１．目 的
今年度のさいたま欅ロータリークラブの社会
奉仕事業は東日本大震災の復興支援として、東京
福島県人浜通り会、さいたま福島県彩友会及び猪
苗代ロータリークラブの皆様の協賛を得て福島
県浜通り、中通り地方の県産品の展示即売、福島
県の文化観光ＰＲを、さいたま市中央区‟区民ま
つり”会場さいたま新都心けやき広場隣りＮＴＴ
ドコモビル前にて実施し、広く市民、県民に福島
県産品の購入を呼びかけ、福島県の東日本大震災
からの復興及び福島第一原発事故後の復興支援
を目的とする。
２．スローガン
(1) 「ふくしまから
はじめよう」
(2)
風評被害に負けるな！
福島県の特産物を食べて応援しよう！
３．実施内容
(1) 日 時 平成２４年１１月１０日（土）
～１１日（日）
午前１０時～午後４時
(2) 場 所 さいたま新都心 けやき広場手前
NTT ドコモビル前

【 役 割 分 担 】
11 月 10 日（土）午前８時３０分集合
11 月 11 日（日）午前８時３０分集合
（１）テント張り撤収、荷物の搬入・搬出
（２）看板の設置
（３）広報資料の配布・イベントＰＲ
（４）昼食用弁当の配布
（５）マスメディア対応
（６）写真撮影
（７）後片付け

スマイル報告

施いたします。会員皆様のご支援ご協力よろしくお
願い致します。本日もよろしく。
内木 滋郎会員
Ｊリーグもあと 7 試合になりました。お陰様で
前節劇的な勝利を果たし優勝が望める位置におり
ます。皆様と 12 月 1 日には美酒を飲みたいもの
です。
片山 金次郎会員
浦和レッズがロスタイムに信じられない点を入
れて 2 位タイに浮上しました。あと 7 試合。何と
してもＡＣＬ出場資格の 3 位以内に確定してもら
いたいものです。間違って優勝もあるかも！今年は
出来すぎなのか安心して観てられます。
小池 智修会員
今日は体の調子絶不調。早く帰って寝ます。李
さん、今日も楽しくやりましょう。
住吉 望会員
今日は片山さんの 68 歳最後の日です。明日はお
誕生日おめでとうございます。今後もよろしくご指
導お願いします。Ｒeds はＡＣＬ、首位を狙いがん
ばってます。
田中 修会員
お世話になります。
寺沢 良治会員
李 少青さん、本日も例会出席ご苦労さま。本日
もよろしくお願いします。
内藤 憲会員
10 月になっても夏が終わりそうもありません。
赤とんぼとコオロギが帰る場所を探しています。早
く涼しくなりますように。本日もよろしくお願い致
します。
野原 哲夫会員
夏の暑さのためか、先週疲れが出て 3 日間床に
つきました。良い静養になり頭は快調です。地区大
会ゴルフ大会、クラブ代表として参加します。
東野 良彦会員
井上年度も３ヶ月が過ぎました。実りのシーズン
に入りました。皆様、どうぞよろしく。
本多 正和会員
台風シーズンです。台風が次から次に出来ている
ようです。気をつけましょう。我が家もネットが心
配です。本日もよろしくお願い致します。

10/2

16,000 円
累計

井上 博明会員
社会奉仕事業例会です。よろしくお願い致します。
中村 芳彦会員
やっと涼しくなりましたね。今が夏の疲れが出て
くるシーズンです。少しゆっくりしましょう。本日
もよろしくお願いします。
井上 久雄会員
来月 11 月 10 日、11 日の東日本大震災復興支
援活動の一環として、当クラブの社会奉仕事業を実

出 席
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12,000 円

286,500 円

報 告

月日

会員総数

出席

欠席

出席率

10/2

２０

15

5

75.00％

10/9

20

16

4

80.00％

