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次週の例会

今週の例会

2010 年 ９月 2１日(火)第２９６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 外部卓話
地区職業奉仕委員長 川上 孝次郎様

９月１４日

第２９５回例会

幹事/中山 祐太郎

2010 年 ９月２８日(火)第２９７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 クラブ協議会
社会奉仕事業について

初 志 忘 れ ず

ＮＯ.２２６ 発行

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

」

（土）10 時より大宮警察署の交通安全出発式が北
区役所前で行われます。今年の社会奉仕事業で大変
お世話になりますので、時間のある方はぜひ出席を
お願いします。

■ゲスト紹介
グラントラスト（株）
社長 野原 健太郎様
松 本 桂輔様
佐々木 智也様

■会長挨拶

片山 金次郎

皆様こんにちは。
昨晩は埼玉県南部に洪水注意報が出るほどゴロ
ゴロ・ドカン・ゴロゴロと雷が響き、同時に大量の
雨が降り続けました。川口市や東部地域の街では床
上浸水の出た所もあったようですが、そのため今朝
もかなり涼しい日になりました。これから彼岸に入
っていきますが、暑さも昨日までで一区切り、秋め
いた快適な日がこれから続きそうです。
民主党の代表選挙もいよいよ今日の午後 3 時半
ごろに結果が出て決着がつきそうです。菅さんがサ
ポーター・党員・地方議員票でややリードしている
ようですが、国会議員票では小沢さんが数ポイント
優位かといった所で予断を許さない状況のようで
：越谷ｺﾐﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
す。いずれにせよ勝っても負けても小沢さんの動
向が気になるところです。
日本の政治・経済・円高・デフレの問題・対米・
対中国、早期に対応しなければいけない重要事項も
ありますので、国民としては頑張ってもらいたいと
思います。
今日の例会は、地区セミナー報告と欅ロータリー
クラブのホームページが出来ましたのでそれの発
表会です。また、皆様にお願いですが、9 月 18 日

■幹事報告

中山 祐太郎

●ガバナー事務所より
①管理運営部門セミナー開催
日時：平成 22 年 10 月 2 日(土)13：30
会場：埼玉県民センター
②奉仕プロジェクト部門セミナーへの出席の
お礼状
③地区大会のご案内
日にち：平成 22 年 11 月 13 日（土）
11 月 14 日（日）
場 所：（13 日）浦和ﾛｲﾔﾙﾊﾟｲﾝｽﾞﾎﾃﾙ
：（14 日）越谷ｺﾐﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

■地区部門セミナー報告
○米山記念奨学
平成 22 年 8 月 7 日/ラフレさいたま
１、ＲＩ2770 地区井橋ｶﾞﾊﾞﾅ―の点鐘により
開会
２、米山記念奨学会からの報告、米山記念奨学
事業、増進目標、米山月間等の説明

ます。ありがとうございました。大分涼しくなりま
したね。秋の夜長を楽しむ頃になりました。元気で
いきましょう。
◇中山 祐太郎会員
①奨学生による卓話
欅ロータリークラブのホームページが出来まし
イ. なぜ日本に興味を持ち米山奨学生に
た。この間会社で見ました。今日はグラントラスト
なったか
（株）の 3 名の方が説明に参りました。ご苦労様
ロ. 奨学生になった現在の心境
です。本日もよろしくお願いいたします。
ハ. 将来の夢
◆秋本 昌治会員
②寄付増進について
「貧しさは憂えず、等しからずを憂う」日本人の性
一人当たり目標寄付額 20,000 円以上
格にあった心情です。遅れてきた社会主義路線は定
③世話クラブ・カウンセラー
着し、愚者の楽園は続くようです。
◇井上 久雄会員
⇒ 上記の議題をグループ内で奨学生にスピ
本日帰国予定でしたが、父親が肺疾患の為入院
ーチしてもらい質疑応答を行い、他の議
しマユリーの帰国が遅れました。まずは皆様にご
題についてクラブの現状を話し合い、最
報告いたします。本日はよろしくお願いいたしま
後に各グループのまとめを報告し終了
す。
◆小池 智修会員
○奉仕部門プロジェクト
こんな日本に誰がした。尖閣列島での弱腰外交、
平成 22 年 8 月 28 日/ラフォーレ清水園
円高、株の低迷さ、国民の生命と財産を誰が守って
１、第一回全体会議…基調講演
くれるのか？いっそうの事海外に行ってしまおう
｢国際奉仕と世界社会奉仕
か…韓国やサイパンへ。今日日本の総理大臣が決ま
～WCS の活性化～｣
るそうですが、強力な明治時代の元老でも選んでも
２、分科会
らった方が良いのではないか？缶でもビンでもペ
３、第二回全体会議
ットボトルでもいいが、同じ缶でドラム缶ぐらいの
が良いのでは！グラントラストの皆様ようこそ。当
○広報部門
社のホームページもよろしくお願いします。
平成 22 年 9 月 11 日/市民会館おおみや
◇田中 修会員
１、第一本会議
中秋の名月もまじか。ようやく涼しさを感じる頃
２、第二本会議…基調講演
となりました。本日は、野原・松本・佐々木様、よ
「民主代表選と日本経済とマスコミ・広報」
ろしくお願いします。
◆内藤 憲会員
■クラブ協議会
秋の気配が感じられる今日この頃です。体調が
「くずれる」のもこの時期です。十分に気をつけが
ホームページが完成しました。
んばりましょう。
作成にあたったグラントラスト(株)の皆様にご説明い
◇野原 哲夫会員
ただきました。
さいたま欅ロータリークラブもホームページ誕
生です。ホームページを有効利用し、クラブの紹介
や会員増強に発揮しましょう。
◆本多 正和会員
今日は過ごしやすくいい気分ですね。今日の民主
代表選楽しみですね。本日もよろしくお願いします。
◇三上 等会員
暑さも大分落ち着いてきて、身体的にも楽にな
ってきました。本日はホームページの件でグラン
【HP アドレス】
トラストの皆様ようこそいらっしゃいました。よ
> http://www.keyaki-rc.jp/
ろしくお願いいたします。
皆様、どんどん access お願いします！！
9/ 14
25,000 円
累計 219,000 円

３、グループセッション・報告となり出席者を
グループ分けして各グループに奨学生 2 名
含め 10 名程度のグループで ⇒

■スマイル報告
◆片山 金次郎会員
本日はホームページの作成にあたったグラント
ラスト（株）野原社長はじめスタッフの皆様がお越
しです。本当にいいものが出来てうれしく思ってい

■出席報告
月日
9/ 14

会員総数

出席

欠席

出席率

16

12

4

75.00％

