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「夢をかたちに」

第2073回　例会（第二回例会） 四大奉仕・特別委員長方針

★ 点鐘

★ ロータリーソング斉唱 第2週　我等の生業

★ 四つのテスト唱和 

★ 会長挨拶　 .. . . .小林 一好会長

★ 幹事報告　 .. . . .小椋 剛幹事

★ 委員会報告

★ 委員会方針発表

★ にこにこ報告

★ 点鐘.

★ 会長挨拶 .★ 小林 一好会長

7月に入りまして暑い日が続いております。

暑さに慣れるまでの間、健康にはご留意して下さい。

行田ロータリークラブも地球温暖化の解決のために世界が協力して作りました。

京都議定書が平成17年2月16日に発行しました。国民的プロジェクトとして、

チームマイナス6％に参加する事に理事会にて決まりましたので、エアコンの温度を

少し控えます。室内体感温度を28度とさせて頂き、その期間を7月8月9月の

3ヶ月間と致しますので、皆様ネクタイを外しクールビズでお願い致します。

初例会におきましては皆様より多額のニコニコを頂きましてありがとうございました

。私の年度事業が大変ありますので、これからも宜しくお願い致します。

北海道洞爺湖サミットも終わりました。注目されておりました地球温暖化問題で

首脳宣言G8は「2050年迄に世界全体で温室効果ガス半減と言うものの、

新興国が加わりましたら「世界全体の長期目標を含むビジョンの共有」で合意し

具体的な数値が出ませんでした。

点鐘風景

これは G8の地位低下と新興国の台頭と言う現実になってサミット自体も変革の時に成りつつ有るのではないかと

思いました。又、京都議定書も2012年で期限切れになり、枠組みは国連を舞台にした交渉に移りそうです。

ロータリー7月号に行田さくらロータリークラブさんの「行田さくらマップ」発行と言う事で、記事が掲載されておりました。

内容は、行田市内のサクラの花が楽しめる場所とサクラの種類が紹介され、上田知事にマップを手渡す写真が

出ていました。それを見た時に私は当クラブでも素晴らしい事業・奉仕を行っておりますので、アピールの方法を

広報委員会を中心に前向きに検討しそして行田ロータリークラブのイメージアップそして地域社会へのPRに繋げたいと

思います。～会長挨拶次のページへ続く～



～会長挨拶 続き～

福田首相の「温故知新」から「温故創新」ですが、世の中が混乱し価値観が大きく揺れている今だからこそ、

邪心を捨て昔から伝えられてきた素晴らしい事に目を向けて福田首相の言う人類の叡智（えいち）に学び未来を招くと

言っております。福田首相の言う古きをたずねると言う事で、ロータリーの原点を振り返ってみます。

ロータリーは1905年に4人の会合からロータリークラブを結成し、ロータリー全米連合会からロータリークラブ国際連合会

そして国際ロータリーへと発展して参りました。志を同じくするクラブが各地に誕生し、現在全会員数120万人で、

日本では97,000人となっています。ロータリーの理念は、ロータリーは人道的な奉仕を行いあらゆる職業において

高度の道徳的水準を守る事を推奨し、かつ世界における親善と平和の確立に寄与する事を目指した、

事業及び専門職場に携わる指導者が、世界的に結び合った団体であると言う事です。

以上の事を踏まえ、ロータリーは世界最大の国際的な人道奉仕団体です。

ロータリークラブの会員は地域社会を改善するために協力し合う、献身的なボランティアであり、事業や専門職に

携わっている指導者達です。ロータリーは教育的及び人道的プログラムを通じて平和と国際理解を推進します。

飢・餓・貧困・不健康・識字能力の欠如と言った安定を脅かし紛争の原因となる問題に取り組む事を行います。

　～ポリオプラスの件～

ロータリーが最優先する人道的目標は世界からポリオを根絶する事です。ポリオはいまだアメリカや

アフリカの一部諸国で子供達の身体の自由や命までを奪い続けています。

国際ロータリーの特別プログラムであり、撲滅の照明が達成されるまで、他のプログラム以上に優先されると言う

事です。プラスとははしか・百日咳・ジクテリア・破傷風・結核の5種類です。

　～ポリオ撲滅に向けて～

ロータリー会員は125ヶ国、20億人以上の児童にワクチンを授与するための時間と資金を挙げてきました。

米貨にして5億以上提供していると言う事です。当クラブの年度計画書13ページ、予算書右側に使途指定寄付

（チャレンジ）半期15ドル計30ドルが、ポリオ・プラスチャレンジ金でございます。

前年度はなかったのですが、今年度より始まりました。本日は、各委員長方針をどうぞ宜しくお願い致します。

★ 幹事報告 .★ 小椋 剛幹事

こんにちは。先週は皆様のご協力により小林年度第１回例会を無事に

スタートする事が出来ました。

8月21日 卓話（会員増強）を、ガバナーエレクト加藤玄静様による卓話例会に

変更です。ありがとうございました。

※本日及び来週の例会は各委員長さんの委員会方針となります。

.. . .各委員長さん、宜しくお願いします。

※7月24日の例会には、交換留学生のツルジロウ君が7月28日にアメリカに

.. .帰国となりますので、お別れの挨拶に参ります。尚、7月26日の送別会の

.. .案内も出ておりますので、皆様宜しくお願いします。

※8月のプログラムにおいて、変更がございます。

.. .8月7日創立記念例会は、ガバナーエレクト加藤玄静様の都合により、

.. .地区委員会増強浅田進様（本庄南ロータリークラブ）の卓話に変更です。

※本年度ポケットサイズの写真入り会員名簿を作成致します。会員の皆様、8月7日までに、証明写真または

.. . .データにて写真をお持ち下さい。

※年度計画書において、メールアドレス等に変更がございます。変更事項をメール及びFAXにて送りますので、

.. . .各自訂正頂きますよう宜しくお願い致します。

最後になりますが、前期会費の納入は、7月18日までとなっておりますので、皆様宜しくお願い致します。

以上、幹事報告と致します。



★ 委員会報告

★ 親睦委員会　小澤瑛委員長

皆様こんにちは。ツルジロウ君がマイアミに帰ります。

26日にお別れ会を行います。ホストファミリーを中心に、

ツルジロウ君のお別れ会を行いたいと思います。

場所は館林のお店です。

8月1日今年度誕生祝い（4ヶ月分）を行いたいと思います。

場所は箱根です。ポーラ美術館に行きたいと思います。

景観もとても素晴らしいところです。

該当される方は、ぜひご参加の程宜しくお願い致します。

★ 内山俊夫会員 ★ 鈴木貴大会員

ロータリーの友、事前に読んで参りました。今回より皆様に

ロータリーの友のご紹介をさせて頂きます。では一部内容

に関して、お話させて頂きます。左右見開きで、横組み縦

組みに分かれます。今回は、横組みの方をご紹介させて

頂きます。委員長の上野さんの文章から始まります。

～～～以下省略～～～

皆様方におかれましては、私の祖母の葬儀に

ご参列頂きありがとうございました。

★ 委員会方針発表

※各委員長の方針内容に関しては、年度計画書の方をご参照願います。

★職業奉仕委員会　　　　蔭山好信委員長 ★国際奉仕委員会　　　　清水治雄委員長



★行田サミット委員会　　小菅委員長 ★職業分類委員会　　　　諸貫健一委員長

★会員増強委員会　　　　坂本研一委員長 ★ゴルフ委員会　　　　　武井茂委員長

★ロータリー情報委員会　山本委員長
★スマイルボックス委員会
...............................にこにこ報告　大野年司委員

.★ にこにこ報告　大野年司委員

第2073回例会　　2008年7月10日

● 小林会長　 委員長の皆様委員長方針の発表を宜し
くお願い致します。

● 大谷会員 梅雨の候、　健康にご注意を

● 小椋幹事 本年度委員長方針委員長の皆様宜しく
お願い致します。

● 持田会員

昨日は、小沢会員にゴルフレッスンを
していただきありがとうございました。
目標は、小沢会員から武井ゴルフ委員
長になりました。

～にこにこ報告 次のページへ続く～



～にこにこ報告 続き～

● 鈴木（貴）会員
先日の祖母の葬儀に際しまして
多くの方々のご会葬を賜り誠に
ありがとうございました。

● 古沢（勇）会員 委員長の皆様、委員長方針発表ご苦
労様です。今年度も頑張りましょう。

● 中島会員
蓮の花がみごとに咲いています。
（行田テレビで放映中とのこと）
心が洗われます。

● 冨田会員 各委員長の皆様、方針発表ご苦労様
です。

● 小沢会員 ツルジロー送別会沢山の出席をお願い
致します。

● 永島会員

現在行田の話題は
1.　「のぼうの城」和田竜　
.. . . . .直木賞にノミネート
2.　行田市郷土博物館にて
.. . . .「行田の戦後史」
3.　さきたま史跡の博物館にて
.. . . .「地中からのメッセージ」　
.. . . .7月19日よりです。

● 鴨田会員 小林会長の益々のご活躍をお祈りいた
します。

● 蔭山会員 小林会長・小椋幹事身体に気をつけて
頑張って下さい。

● 蔭山会員 早退致します。　2通目 ● 福島会員
蓮の季節です。古代蓮の里もいいで
すが行田の寺めぐりもして見て下さい
。楚楚と可憐な花が咲いています。

● 小菅会員
先週は早退失礼しました。
小林年度1年間宜しくお願いします。
引き続きメタボ克服ガンバリます。

● 湯本会員 各委員長様、今年一年小林年度を
盛り上げるために頑張って下さい。

● 内山会員　 「ロータリーの友」の役を受けました。一
年間皆様のご理解をお願い致します。

● 武田会員 委員長方針ありがとうございます。

● 碓井会員 プログラム委員長を仰せつかりました。
ご協力宜しくお願いします。

● 山本会員 委員長さん1年間頑張って下さい。

● 清水（義）会員 26日の何屋さんかわかりませんが楽し
みにしています。

● 小池（英）会員 各委員長さんご苦労様です。

以下同文

●
武笠会員・山田会員・武井会員・反町会員・境野会員・柿沼会員・田山会員・清水（冶）会員
島崎会員・横田会員・植田会員・小島会員・小池（利）会員・大野会員

● 合計　55,000円

.★ 点鐘


