平成２６年
国
際
ロ
ー
タ
リ
ー
テ
ー
マ

今
週
の
例
会

会長/井上

201４年４月 8 日第 46８回
■点 鐘
１９時０0 分
■例会場
ラフレさいたま 5 階
■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」
■プログラム主題 ロータリー雑誌月間に因んで

次
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幹事/大塚
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201４年４月１５第 46９回
■点 鐘
1９時０0 分
■例会場
ラフレさいたま 5 階
■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」
■プログラム主題 創立 10 周年記念式典準備

創立 10 周年記念式典に向けて

Engage Rotary, Change Lives

４月１日 第 46７例会

NO.34６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

さいたま市中央区上落合
1-3-16-205

ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を
研修の様子を取材していて、
「これで任務が務まる

《会長挨拶》 だろうか」と記者が思った取材レポートでした。
井上久雄
第 467 例 会
お花見例会

自分の名前を書いて下さいと教官に指示された警
官はペンを手にしてホワイトボードの前に立つと
動きがピタリと止まってしまい。一文字ずつ教え
られようやく自分の名前を書き終わったとありま
した。アフガンには約 15 万人の警察官がいるが、
識字率はわずか 3 割。大人に小学生レベルの読み
書きから教えなければならないのが現状だそうで
「満開の桜の木の下で春の宴」
す。同国は 1978 年の共産主義政権の樹立から反政
会員の皆様今晩は。桜も満開となり桜も最高の見
府勢力との対立が激化、
80 年代のソ連の軍事介入、
ごろです。今日は大勢のご参加を頂き楽しい春の
90 年代の内戦拡大で政府は機能不全に陥り、当時
宴が開催できることを大変嬉しく思います。
の子どもは満足な教育を受けられなかった。この
片山親睦委員長には企画・準備を頂きありがとう
ころの子どもが今の警察官の年代なのです。現在
ございます。本日は１０周年式典に向けての決起
の成人識字率は約 3 割で世界最低水準とされる。
例会として大いに盛り上がって頂きたいと思いま
読み書きできない警官は逮捕に必要な調書を作成
す。さて、今日は４月１日新年度のスタートです。
できず、治安維持の上でも深刻な問題であると伝
皆さまの会社におきましても入社式が行なわれた
えていました。読み書きができなければ、国造り
ものと思います。会員皆様の社業のご隆盛を心よ
も困難になるのです。教育の大切さをこのレホー
りご祈念申し上げます。
トで改めて知らされました。
また、今日から消費税が８％となりました。昨日
ロータリー財団はロータリーの６つの重点分野の
は消費税の増税を控え駆け込み需要で各地に長い
一つ「基本的教育と識字率向上」に取り組んでい
行列ができたということです。私もつい報道に躍
ます。ロータリーはすべて子どもたちのための教
らされガソリンスタンドに行ってしまいました。
育を改善し、子どもと成人の識字率を高めるため
「買った、入れた」と云われ駆り立てられたよう
の活動と研修を支援しています。
なものです。駆け込み需要の反動で景気が落ち込
新会員の皆様には是非このロータリー財団とロー
むことが懸念されています。政府も 5.5 兆円の経
タリーが取り組んでいるプロジェクトをご理解頂
済対策を柱とした補正予算と 95.5 兆円の 14 年度
きロータリー財団へのご寄付の協力をお願い致し
予算を 14 年度上半期（4 月～9 月）にできるだけ
ます。5 月 13 日の式典まであと 43 日。今後例会
前倒ししてお金を使うことを目指し反動を抑えた
以外にもお集まり頂くことが多々あると思います。
いとしています。少し上向いてきた景気の減速を
クラブテーマ“１０周年感謝と感動 会員全員で
なんとか食い止めて頂きたいものです。
創ろう欅の未来”のもと、会員一人ひとりの力を
3 月はロータリーの識字率向上月間でした。遅れ
式典に結集して頂き、さらにその力をさいたま欅
ましたが識字率について話をさせて頂きます。3
ＲＣの未来創りに向けて頂けますようよろしくお
月 30 日の読売新聞に「識字率低いアフガン警察
願い致します。
官」というレポートが載っていました。警察官の

《幹事報告告》＊＊＊＊＊＊

大塚

章仁

１、４月１日理事会が開かれました。
２、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙｷｬｯﾌﾟ回収さいたま欅RC1000個目標
３、４月１５日（火）12：45～17：00 国際奉仕
部門セミナー（感謝状贈呈）さいたま市民会
館浦和 安倍晋三夫人 安倍昭恵様特別講演

《スマイル報告》＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
井上 久雄会員 桜は満開です。最高のお花
見例会ですね。10 周年記念式典に向け猛ダッ
シュ！10 周年式典に向け頑張ろう。
大塚 章仁会員 桜が美しい最高の場所です
ね。片山さんありがとうございます。本日も
宜しくお願い致します。
野原 哲夫会員 桜花爛漫の中での花見例会
楽しいなぁ。来月は 10 周年式典です。会員一
致協力し大成功！
小池 智修会員 花見例会ありがとうござい
ます。残念なのは酒が飲めないのです。早く
飲める様、頑張ります。
片山 金次郎会員 本日は皆様多数ご参加頂
きありがとうございました。今日が桜の一番
の見所、十分お楽しみ下さい。
寺沢 良治会員 お花見例会楽しく過ごさせ
て頂きます。
井上 博明会員 本日の花見例会、皆様と楽
しみたいと思います。
中村 芳彦会員 花見例会、毎年楽しみにし
ています。本日も宜しくお願いします。
厚川 勝蔵会員 お久しぶりです。元気な皆
様を拝見いたし最高です。
伊藤 操会員 お花見の会と言う事で、一日
楽しく飲みたいと思います。
内藤 憲会員 本日は 4 月 1 日、年度初め、
心機新たに頑張りましょう。
本多 正和会員 先日の 10 周年ゴルフ大会
にはたくさんの会員さんにお手伝い頂きあり
がとうございます。本日、片山委員長、楽し
ませて頂きます。本日もよろしく。
三上 等会員 花見例会、楽しみにしていま
す。本日も宜しくお願いします
住吉 望会員 桜・桜・欅。本多さん、スー
ツご到着おめでとうございます。
陳 麗瓊会員 本日の花見例会、楽しみまし
ょう。
森山 進会員 今回も宜しくお願いします。
小川 松雄会員 お世話になります。初めて
の玉屋にはまりました。とても良い雰囲気で。
４／1 ２６,000 円（会員）累計 537,290 円
（ビジタ）累計 94,000 円
（2013. 7 月～）

《出席報告》＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
月日
４/1

会員
総数

出席

欠席

出席率

23

17

7

73.9％

《お花見例会》＊＊＊＊＊＊＊＊

