平成２4 年１２月４日・１１日第 401 回・402 回例会
国際ロータリーテーマ
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次週の例会

今週の例会

2012 年１２月１８日(火)第 403 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 クリスマス家族会

博明

2013 年 1 月 8 日(火)第 404 回
■点 鐘
1９時０0 分
■例会場
大宮甲羅 本店
■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」
■プログラム主題 新年例会

輝く希望を

拶

皆様、こんばんは。
事務所の引っ越し、皆様のご協力のおかげで無事終
了しました。ありがとうございます。私は少し頑張
りすぎたせいか風邪をこじらせてしまったようで
す。寒さが厳しくなりましたのでお気を付け下さい。
本日は年次総会です。よろしくお願いいたします。

幹

事

報

幹事/中村 芳彦

告

●次週 12/18 のクリスマス例会に、是非入会
予定者をお誘い下さい。ビジター料は発生致し
ませんので、ご協力をお願いいたします。

年 次 総 会
１、会長より総会定足数を満たしている報告
２、決議
① 次々年度についての指名委員会を開催した結
果、次々年度会長三上 等会員が推薦され、決
議を図ったところ全会一致で承認された。
② 井上 久雄次年度会長が、次年度理事役員に
ついて話された。

スマイル報告
井上 博明会員
事務所引っ越しお手伝いありがとうございます。

NO.2９7 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

」

本日は総会です。よろしくお願いいたします。
中村 芳彦会員
中山会員、久々にうれしいです。寺沢Ｐ、12 月
誕生日おめでとうございます。本日総会、会員の皆
様よろしくお願いいたします。
井上 久雄会員
中山さん、お久しぶりです。一段とお元気にな
られたように感じます。来週のクリスマスもぜひ
ご出席下さい。本日もよろしくお願いいたします。
内木 滋郎会員
師走も早１１日。選挙運動もあと４日、何として
も日本の再生を目指し頑張っております。皆様には
１６日の投票日には必ず貴重な一票を行使して下
さい。中山会員、お元気になられて大変うれしゅう
ございます。今後ともよろしくお願いいたします。
小池 智修会員
いや～久し振りですね！！中山さん。これからも
毎回お会いしましょう。先週土曜日に仙台に出張し
ました。雪の国分町で「みのもんた」と一緒に飲み
ました。テレビで話していることと大分違和感を感
じ、あまり面白くなかったです。芸能界とは、ああ
いうもんですかね。テレビを見るのも控えめになる
でしょう。本日もよろしくお願いします。
住吉 望会員
i Pad、ipad mini、Kindle HD とても振り回さ
れていますが、栗山監督の本でも読んで落ち着かな
くてはいけません。週末は天皇杯４回戦、我が浦和
レッズは対Ｆマリノス 熊谷での開催です。軽く勝
利してすっきり元旦を国立で迎えたいものです。
。寺沢 良治会員
本日は年次総会です。よろしくお願いします。
内藤 憲会員
中山会員と久し振りに会えて大変うれしく思い
ます。本日もよろしくお願いいたします。
中山 祐太郎会員
久し振りの例会に出席いたします。目の病と心臓
に負担がかかって病院通いが続いています。一年に
一度の総会に出席しました。今後もよろしくお願い
いたします。
野原 哲夫会員
大変寒くなりましたが、体には十分留意したいも

のです。事務局の移転お疲れ様でした。私は神棚を
運びました。
東野 良彦会員
寒くなりました。皆様お体を大切に年の瀬を乗り
切りましょう。本日もどうぞよろしく。
本多 正和会員
本日年次総会です。中山会員、お久ぶりです。本
日もよろしくお願いいたします。
三上 等会員
本日もよろしくお願いします。

12/11 19,000 円

出

席

報

累計

392,500 円

経済的な支援だけでなく～「米山事業は、
まさに“人づくり”
」～ロータリアンとの深
い交流と精神的なケアが行われており、ロ
ータリーの理念等を理解してもらっていま
す。米山奨学生は、地区の米山行事等には
義務出席、世話クラブの例会等にも積極的
に参加してもらいます。
◎学友会…奨学生の同窓会にあたる会
■普通寄付：クラブを通じて定期的にする寄付
当クラブ→年間一人 5,000 円
■特別寄付：普通寄付以外に任意で行う寄付
■増進方針「寄付をしていただける会員の割合を
増やす。」（現状 55％）

告

月日

会員総数

出席

欠席

出席率

12/11

20

17

3

85.00％

＊米山事業の主旨をご理解いただき、今後とも皆
様のご協力をよろしくお願いいたします。

スマイル報告
１２月４日 第４０１回例会

お客様紹介
地区米山記念奨学部門
米山記念奨学増進委員長
駒崎

繁夫様

米山記念奨学生
タ ウ ン

ラ 様

（川口東ＲＣ）

卓

話
ロータリー米山記念奨学事業について
増進委員長 駒崎 繁夫様

米山記念奨学事業は、「日本のロータリーの父」
と言われています米山梅吉氏（東京ＲＣ創設者）の
功績・偉業を称え（記念して）
、米山氏の没後、1952
年東京ロータリークラブが奨学事業の構想を立案
し、クラブ単独事業としてスタートしました。その
後日本全国のロータリークラブに支持され、1957
年には全国の地区の共同事業へと発展し、1967 年
には文部省の認可を得て「財団法人ロータリー米山
記念奨学会」が設立され、50 年以上の歴史を持ち、
ＲＩに認められた世界に例を見ない日本ロータリ
ー独自の「多地区合同奉仕活動」となっています。
特徴１：日本最大の民間奨学事業
奨学生採用数は全国で年間約 800 人。年間
事業費 14 億円。
累計奨学生数 17,028 人
（出
身国 121 の国と地域）
◎奨学金（毎月）
：学部課程
10 万円
修士・博士課程 14 万円
特徴 2：世話クラブ・カウンセラー制度

駒崎 繁夫様（地区米山記念奨学増進委員長）
本日は卓話でお伺いしました。どうぞよろしくお
願いします。
井上 博明会員
米山記念奨学 駒崎委員長、卓話よろしくお願い
いたします。
中村 芳彦会員
米山奨学生 タウン ラ様、駒崎委員長、卓話楽し
みにしています。
井上 久雄会員
今注目のミャンマー出身のタウン ラさんにお国
の紹介もしていただけたらより深くミャンマーを
理解できると思いますのでよろしくお願いいたし
ます。
片山 金次郎会員
私事で恐縮ですが、11/14 の県民の日に産業功
労に対してという事で埼玉県知事表彰を受けまし
た。建設業協会で２５年以上役員という事で評価さ
れたのではないかと思います。会社では表彰された
ことはありますが、個人としては初めてといってい
いと思います。正直表彰されるとうれしいものです
ね。今後もロータリー活動も含めて人生まだ頑張る
つもりです。
内木 滋郎会員
小池 智修会員
住吉 望会員
陳 麗瓊会員
寺沢 良治会員
内藤 憲会員
東野 良彦会員
本多 正和会員
駒崎委員長、タウン ラ様ようこそお越し下さい
ました。卓話楽しみにしています。

12/4

出 席
月日
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21,000 円

累計

373,500 円
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会員総数
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20

15

5

75.00％

