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会長/片山 金次郎
次週の例会

今週の例会

201１年 ４月１９日(火)第 3２3 回
■点 鐘
1２時 30 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 地区協議会報告

ク ラ ブ テ ー マ

「

幹事/中山 祐太郎

201１年 ４月２６日(火)第 324 回
■点 鐘
1８時３0 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

初 志 忘 れ ず

週報委員長/秋本

昌治

■例会日 毎週火曜日
■例会場 ラフレさいたま ５階
■点 鐘 １２：３０（第１・２・３）
１８：３０（第４・５）
■事務局
さいたま市中央区下落合
4-14-14-2F

新 た な 息 吹 を

」

してもらいたいものです。同じ税金でお世話にな
る立場ですから！強い日本の再生を祈ります。今
日の例会は次年度寺沢会長によるＰＥＴＳ報告で
す。よろしくお願い致します。

■ゲスト紹介
◎第 3 グループガバナー補佐

野原

哲夫様

「義援金協力の御礼について」

■会長挨拶

片山 金次郎

皆様、こんにちは。
本日の例会は３月１５日以来約１ヶ月振りの例会
です。今日は米山奨学生のマユリーさんが見えてま
すが、本日が最後の訪問となり、皆様にお別れに参
りました。一年間本当にご苦労様でした。帰国して
も日本で勉強・経験したことを、タイ国の為に役立
て貢献して下さい。また再会することもあるでしょ
う。頑張って下さい。
さて東日本大震災（３月１１日）が発生してから
１ヶ月が経過しましたが、被害の全容が明らかにさ
れておりません。被災地ではがれきの山も手つかず
の所もあり、犠牲者の数も何人になるか解りません。
それに加え福島原発事故もレベル７に上がり収束の
めども立っておりません。風評被害で農業・漁業関
係者も大打撃を受けておる状況が続いております。
そんな中で、クラブ会員の皆様には地区ガバナーへ、
そして第３グループへと義援金にご協力いただき心
より御礼を申し上げます。日本が完全復興するまで、
全国民、全ロータリアンが協力し合って頑張ってい
きましょう。先日は統一地方選で、県・市議選が行
われ政権与党の民主党に厳しい国民の審判が下され
ました。日本の非常時に危機管理の経験不足による
対応のまずさが影響したようです。今回当選した議
員の皆様も、今被災地で大変な苦労をしている自衛
隊のように骨身惜しまず国民の為に汗をかいて活躍

この度の東日本大震災によって
被災された皆様、その家族、そし
て関係の皆様に心からお見舞い申
し上げます。また、貴重な命を失
われた方々のご冥福を心からお祈
り申し上げます。ところで、今ま
でに経験したことのない未曾有の状況にあって、ロ
ータリーとして見える形で早急に何ができるか思案
していたところ、福島県双葉町民は、地震と地震に
よる津波被害更に福島原発事故によって、3 月 19
日「さいたまスーパーアリーナ」に井戸川町長自ら
先頭に立ち、行政機能と共に約 1500 人が緊急避難
してきました。
この状況を各クラブ会員から「クラブ別で対応す
るより、グループで何かできないか？」という要請
が数多くありました。よって、御縁があってさいた
ま市に避難してこられた双葉町民に対し、直接地元
ロータリアンの「思いやり」を届けようと思いまし
た。早速、会長幹事会を開催しさいたま市内の２４
クラブ（会員 926 名）に義援金の趣旨と協力をお願
いしたところ、
「超我の奉仕」の魂が結実し僅か 8 日
間で各クラブ及び地区から義援金 350 万円が集ま
りました。
双葉町民が旧騎西高校へ移動する 3 月 30
日に井橋ガバナー及び 4 人のガバナー補佐が井戸川
町長に直接お会いし、さいたま市内のロータリアン
の「思いやり」を届けてきました。
町長は、
「問題が山積し、手持ち資金が不足してい
る。地元ロータリークラブの皆さんのお気持ちに感
謝します。
」と涙ぐんでました。赤十字で集められた
募金は、約 600 億といわれておりますが、まったく
配布されていない状況ですし、双葉町民の方々の生

活の安定を得るには、長期化が予想されるので、今後
も的確な支援を図っていくべきかと思います。
最後に各クラブの会員の皆様には、各分野からや地
区からの義援金等の依頼が来ているところ、別途の義
援金に対し迅速かつ積極的に対応をしていただき、グ
ループガバナー補佐として感謝申し上げます。

◎チャイウット
マユリー様

◆内木

中山 祐太郎

●第 10 回役員・理事会を開催いたしました。
●ガバナー事務所より
・4 月のロータリーレート
1 ドル＝80 円
・東日本大震災義援金の御礼及びご報告
・地区協議会は予定通り 4 月 16 日（土）開催いたし
ます。
・11-12 会員増強維持部門セミナーは延期します。
・
「第 3 回日台ロータリー親善会議は」開催を中止い
たします。

◆田中

寺沢

良冶

3 月 9 日・10 日に開催され
た会長エレクト研修セミナー
の内容をお話しいただきまし
た。

◇寺沢

■

ータリー
スマイル報告

哲夫様（第３Ｇガバナー補佐）

福島県双葉町に対する支援についての協力ありがとうご
ざいました。

金次郎会員

福島原発の事故レベルがレベル７になりました。なんと
か早く終息してもらいたいものですね。本日の例会でマユ
リーとお別れという事になります。日本での貴重な勉強を
生かしてタイ国で活躍しお国の為に頑張って下さい。また
会うこともあるでしょう。覚えていて下さい。

◇中山

祐太郎会員

毎日余震が続いていますね。今日も大きい余震がきまし
た。あと１ヶ月位は続くのかな?皆さんも元気で頑張りまし
ょう！中村さん久しぶりですね。

◆秋本

昌治会員

３月３０日、自衛隊大宮駐屯地にマスク１万着を届けま
した。自衛隊も頑張っております。励まして下さい。

◇井上

良治会員

連日余震が続く中、今日は１ヶ月ぶりの例会です。マユリ
ーさん１年間ご苦労様でした。夢の実現に向かって頑張って
下さい。本日もよろしくお願いします。

◇中村

憲会員

芳彦会員

先日福島県いわき市小名浜近くの植田町に行ってきまし
た。現状は大変悪くひどい有様です。驚きました。アリー
ナの避難所など東北や福島県に義援金をいただき、同じ東
北生まれとしてうれしく、ありがとうございました。マユ
リーさん、お元気でいつかまた会いましょう。夢に向かっ
てＧＯ～！！

◆本多

◆片山

修会員

地震発生より１ヶ月。水を差す余震いつまで続くのか。マ
ユリーさん、帰国してから自分の夢が叶うよう祈ります。内
木さん、叙勲記念品ありがとうございました。

東北方面の震災の被害者に対し深くお見舞い申し上げま
す。余震が続いていますが、必要以上に出費を抑えないで
景気に配慮する事も必要と思います。

■クラブフォーラム

■野原

智修会員

毎日毎日、地震地震で行く所がないです。先週の木曜日は
那須の環境省の看板建設で山奥に入って来ました。帰る途中
に鹿之湯の４６度温泉につかって体をほぐして来た所です。
内木さんのパーティーやゴルフコンペ等すべてが中止にな
って出番がありません。内木さん、ファッショングラス（バ
カラ製）ありがとう。毎日焼酎をロックで飲んでいます。一
味違います。マユリーさん、今日でお別れですね。いつまで
もチャルチネヨー。

◆内藤

会長エレクト

滋郎会員

大地震から１ヶ月。まだまだ余震が続きます。原発も先が
見えず心配ですね。私たちが出来るのは最終的には義援金で
協力になるかもしれません。統一地方選、お陰さまで現議長
の後援会責任者として後継者が当選を果たし、やっと肩の荷
が下りました。ありがとうございました。マユリーさん、お
別れですね。今後の活躍をお祈りします。

◇小池

（ご挨拶は次週掲載いたします）

■幹事報告

ことになりました。一年間にわたるご支援ご協力にカウンセ
ラーとして厚く御礼申し上げます。ロータリーで学んだ事は
マユリーの計画の中できっと生かされるものと思います。計
画実現の為、今後とも皆様のご支援をよろしくお願い申し上
げます。

正和会員

先月の東日本大震災において、多くの方々がお亡くなりに
なり心よりご冥福をお祈り申し上げます。マユリーさん、今
日が最後ですね。お元気で体に気をつけて下さい。

◇三上

等会員

東日本大震災、福島原発と大変な事になっておりますが、
私の実家も三陸方面なので心配しましたが、親・兄弟・親戚、
とりあえず命だけは大丈夫でしたので安心しました。国・東
京電力等の対応は如何なものかな?と思われる点がまだま
だ多い状況です。マユリーさん、今日が例会出席最後との事、
自国に帰り自国の為に頑張って下さい。何かありましたら応
援させていただきたいと思います。

4/12 28,000 円

累計

737,000 円

■出席報告
月日

会員総数

出席

欠席

出席率

４/ 1２

18

15

3

83.33％

久雄会員

会員皆様には米山記念奨学生マユリーが大変お世話にな
りありがとうございました。来週、母国タイ王国に帰国する

