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― Ｔhe 55th anniversary ―
長 小林利郎

例会場 : 割烹「ふな又」
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小林利郎年度
第２５回 通算２６３９例会
平成３０年１月１８日

会長挨拶
第 55 代会長 小林利郎
幹事報告
幹事 出山知宏


皆様こんにちは、本日は職業奉仕委員
①6 月 23 日～27 日までカナダのトロントに
会ホストの例会でしたが、急遽、皆様に
おいて開催される国際大会に併せ、開会式

判断して戴かなければいけない事案が在
が行われる 6 月 24 日（日）に恒例の日本

り、クラブ協議会とさせて戴きました。

大変急なプログラム変更にご容赦賜り度
存じます。

1月12日に、第4グループ会長幹事会とIM実行委員会の

合同会議がございました。そこで2019～2020年度ガバナ

ー補佐候補者推薦のお願いが清水ガバナー補佐よりあ
り当クラブからの推薦を強く要請されましたので、皆様

の内で声を掛けられた方は、快くお引き受け下さいます

様お願い申し上げます。

IM実行委員会では、実行委員長として林
正 先生が頑張
っておられますので2月19日のＩＭは全員参加で臨みま
しょう。
当クラブ、会長エレクト・副幹事・会長ノミニーが12
月のクラブ総会において皆様に承認いただきましたの
で、組織図変更を先日の理事会においても承認を得まし
たので、本日皆様に配布お知らせさせて戴いております
のでご認識をお願いいたします。
本日のクラブ協議会、宜しくお願いいたします。
挨拶
文の○
行間
○
○○
○
ひ

人親善朝食会についての案内が届いており
ます。
日時 6 月 24 日（日） 午前 7 時～9 時
場所 ハイアットリージェンシー トロント
会費 1 人 10,000 円
締切 2018 年 2 月 10 日
定員 500 名
②第 30 回インターアクト協議会及び韓国訪日団歓迎会
日時 2 月 4 日（日）9 時 30 分～登録受付
場所 川口市立南平文化会館イベントホール
登録 ロータリアン 1 人 5,000 円
③大宮西ＲＣ、大宮東ＲＣ、岩槻東ＲＣ、大宮北東ＲＣの各
クラブより 1 月の例会予定表が届いておりますのでご回
覧下さい。
④公共社団法人さいたま観光国際協会より、第 6 回さいたマ
ーチ ～見沼ツーデーウォーク～の案内が来ております。
日時 3 月 24 日(土)・25 日(日)
場所 さいたま新都心及び見沼田んぼ周辺
参加費 事前申し込み（～2/28）大人 1,500 円、小・中：
高 500 円※当日申込は 500 円増しになります。

と

他人の話に耳を傾ける
分かち合うために
本心から話す
でも相手に伝わらない時もあるのかも
嫌われたくないという気持ちが
どこかにあるからなのかな
でも自分が小さく見えたとき
また大きな力が生まれるの
好調はたまたまで
不調が人生なのかも …toshi

ご挨拶
根岸節子会員
去る平成 29 年 11 月 19 日に夫 根岸仁司が
享年 63 歳にて永眠致しました。12 月 30 日の
「お別れの会」にはクラブから御供花を頂戴
し、またメンバーの方々にもご参加頂きまし
て誠にありがとうございました。主人は 15 年以上煙草はや
めておりましたが以前の喫煙が原因で体調を崩してしまい
ました。メンバーの皆様の中にも愛煙家の方がおられるか
と思いますが、くれぐれも気を付けて頂きたいと思います。

◆次回の例会◆ 平成３０年１月２５日（木）

米山奨学生卓話

点鐘 12：30 会場 ふな又

ロータリーの友１月号を読んで

ロータリー財団の寄付について

藤澤洋介会員
ロータリーの友１月号の縦書き 24 ページ、
「ロータリーアットワーク」のコーナーに、
クラブの会員有志と共に例会場の塗装工事を
行った記事が掲載されております。
今回、日程が 1 日だけという厳しいスケジュールでしたの
で、
（塗装業の職人としては）もう少し日にちがあればもっ
と満足のいく仕上がりになったのではないかと思っており
ます。会員の方から差し入れなど頂きながら皆さんと作業
したことを思い出しました。

先日行われました理事会にて承認されまし
た議案について、会員の皆様にもご判断を仰
ぎたく、クラブ協議会を開催致します。
議案：平成 29 年 11 月 20 日、地区より 2020
～2021 年度地区ガバナー候補者推薦依頼の通
知があり、クラブでその資格を有する会員の皆様にＦＡＸ
にてご案内させて頂きましたところ、鈴木隆会員より 11
月 27 日付でその意志がある通知書類を頂きました。つき
ましてはその推薦にあたり、12 月 5 日にクラブ事務所に
て当クラブパスト会長会議を開き、クラブとしてこの件を
1 月 18 日（木）の例会（クラブ協議会）においての採択
に依存したいと考えます。
クラブ協議会議案の趣旨内容を理解し、この件に対し同意
するか同意しないかと問う投票を実施。無記名。
議決投票結果：3/2 以上の同意を得られず。

会報・広報委員会

例えば、100 ドルの寄付でケニアの 2 人の子供の 1 年分の学
費と教材費、タンザニアの女性と子供たちに、マラリアを防
ぐための蚊帳を提供できます。
例えば、500 ドルの寄付で南アフリカの小学生 150 人のため
の図書やコスタリカの小学生の給食用の電気・ガスオーブン
1 台、インドの孤児院にベッド 10 台を提供できます。
例えば、1,000 ドルの寄付でメキシコ原住民の子供たちに歯
科治療を行うための歯科用携帯いす１台、ナイジェリアの妊
婦 20 人のためのビタミン剤と出産にかかわる衛生用品一式、
ウガンダの女学校にコンピューター、教材、本箱 6 個を提供
できます。
2,000＄（約
ロータリー財団の協力財団である、
22 万円）以上
ロータリー日本財団への寄付は、
の寄付を達成
ロータリー財団の寄付認証を受け
すると授与さ
ることができ、寄付累計にも加算
れる表彰ピン
されます。

スマイルＢＯＸより

クラブ協議会

発 行

寄付の種類・・・年次基金
ロータリークラブは、世界中の地域社会で、平和の推進、水
と衛生の改善、教育の支援、地元経済の促進、母子の健康改
善、疾病の治療・予防といった活動にあたっています。この
ようなクラブの取り組みを支えているのが、年次基金へのご
寄付です。

委員長 田畑寛樹

メンバー（50 音順）
菊地 廣
小林利郎
塩田淳司
鈴木 隆
高橋真理以 田口雅弘
田畑寛樹
津多一幸
出山知宏
中村 正
根岸節子
原田晃博
藤澤洋介
増岡昌行
三浦宣之
🌼 たくさんのご芳志ありがとうございました 🌼
本日は、インフルエンザの流行で欠席者が
多い中、前年度入会の田畑会員と藤澤会
員の 2 人で例会進行を務めました。皆様ご
協力ありがとうございました。

スマイル報告
本日のスマイル合計
年間累計額

22,000 円
628,000 円

出席報告
会員数
24

出席数
14

副委員長 増岡昌行

免除者

ＭＵ
3

出席率
70.83％

委員 三浦宣之 高橋真理以

