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2018-2019 年度 RI 会長 バリー・ラシン

インスピレーションになろう
“BE THE INSPIRATION”

2018-2019 年度 第 2770 地区ガバナー 中川高志 

すべてはクラブ活性化のために
－実り豊かな奉仕を目指して－

 明日を語ろう
Talk About the Future

Theme of  2018-2019

〈例会日〉毎週水曜日12：30～13：30〈会場〉パレスホテル大宮

今年度のクラブテーマ

　本日は、午前中に平成30年９月度
の理事会が開催されましたのでご報告
いたします。

1．移動例会について	
　11月28日の例会を翌日の29日に振
替えポリオ撲滅チャリティーコンサート
を観劇いたします。
　出演者は、元財団奨学生（学友）の
４名の方々です。特にチェロの成田七
海さんは私が３年前浜野ガバナー年度
の副幹事として財団委員会を担当して
いました時に留学をなされ、出発のセ
レモニーでチェロの独奏をなされてい
ました。非常に上手でした。
　大宮クラブとしましては、全員出席
でお願いします。詳細につきましては、
後日クラブ管理委員会よりお知らせし
ます。

２．財団・米山寄付について
　財団・米山の寄付が、毎年度特定
の個人の方に寄付をお願いし地区目標
100％達成しましたが、最近はそれも
難しくなり一部をクラブ負担にしてはど
うかの意見があり、アンケートで意向
調査をしたところです。いろいろな意
見がありましたが、当年度は財団委員

会の答申を受けましてクラブ負担金と
して財団に80万円、米山記念奨学会
に20万円を計上することにしました。
　従って、地区数値目標は財団200万
円、米山200万円（うち40万円は規定
によりクラブ負担）ですので財団寄付
者の数は、１口10万円×20人が12人
となり米山記念賞学会は１口10万円×
16人が14人となります。
　寄付のお願いにつきましては、財団
委員長から声がけさせていただきます
のでどうぞよろしくお願いいたします。
　なお、個人寄付のクラブ負担のあり
方について、戦略委員会においてアン
ケートの分析結果を含め検討して頂き
ます。

３．セネガルでのＧ補助金プロジェク
					トへの参加について
　中川	高志ガバナーがトロントの国際
大会において、シカゴロータリークラブ
会員のマーガー・ヒューコ夫人から、
2770地区へセネガルにおいて子宮頸が
ん予防センターを設立するＧ補助金を
使用したプロジェクトへの参加要請が
あり、中川ガバナーを擁する当クラブ
に本プロジェクトの提唱クラブとして参
加してはどうかの打診がありました。

　なお、子宮頸がんとは
「婦人科のがんで最も多い子宮がんに
は、子宮頸がんと子宮体がんがありま
す。子宮体がんは子宮内膜がんともよ
ばれ、胎児を育てる子宮体部の内側に
ある子宮内膜から発生します。
一方、子宮頸がんは、子宮の入り口の
子宮頸部とよばれる部分から発生しま
す。子宮の入り口付近に発生すること
が多いので、普通の婦人科の診察で
観察や検査がしやすいため、発見され
やすいがんです。また、早期に発見す
れば比較的治療しやすく予後のよいが
んですが、進行すると治療が難しいこ
とから、早期発見が極めて重要といえ
ます。」

　当クラブとしては、国際奉仕として
有意義なプロジェクトとして認識し
3000ドル拠出することによりこのプロ
ジェクトに参加することにいたしまし
た。担当委員会は奉仕プロジェクトに
なります。
　このプロジェクト期間は2019年12
月31日となっております。みなさんの
ご支援をよろしくお願いいたします。

会 長 挨 拶 2 0 1 8 . 0 9 . 12  W E D

　神奈川県横浜市出身。
　社会保険労務士事務所を個人で開
業されたころの苦労話や、現在の法人
で取り組んでいるお仕事についてのお
話をいただきました。

　京都府舞鶴出身。
　小中高と名古屋で過ごす。運動ばかりして
いました。中学ではバスケット、高校でハン
ドボール、一応国体出場。大学では頭を鍛
えようとESSに所属しディベートでAll	Japan	
3位まで行きました。富士ゼロックスに入社し
て、営業畑で頑張り、熊本やタイの販社を担
当し、昨年富士ゼロックス埼玉に着任し、今
年FX埼玉、FX群馬、FX栃木3社の社長を
兼務しています。趣味はゴルフと旅行です。

新会員自己紹介
社会保険労務士法人すばる　

代表社員　加藤　治 会員
富士ゼロックス埼玉株式会社　

代表取締役社長　加藤俊治 会員
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お米の予約をうけたまわって
おります。よろしくお願いし
ます。
〈足立空也〉

司会をやらせていただきまし
た。ありがとうございました。
〈足立空也〉

自己紹介させて頂きました。
宜しくお願いします。
〈加藤俊治〉

先日、施設の納涼祭では
Bros の皆さん、ローターア
クトの永野君にはお世話に
なりました。盛り上げて頂き
ありがとうございました。
〈岩田尚明〉

先日のトレントンの帰国報告
会では娘がお世話になりま
した。ありがとうございまし
た。
〈矢崎直良〉

アルディージャチケットあり
がとうございます。来季 J-1
昇格できますように！
〈福島謙二・花俣秀幸・星野晃一郎〉

涼しくなってきましたね。秋
のおしゃれの時期が来まし
た。楽しみです。
〈橋本和久〉

ベルギーのモイラさん、皆
さまのおかげで良いスタート
がきれているようです。引き
続きよろしくお願いします。
〈川島利雄〉

9月9日ローターアクト清掃
活動、参加された会員の皆
様、お疲れ様でした。
〈小坂良二〉

職業奉仕キリンビール工場
見学、研修旅行では大変お
世話になりました。
〈善行地潔〉

キリンビール横浜工場見学
に参加された皆様ご苦労様
です。
〈徳山義行〉

足立さん司会ご苦労様です。
〈青野壽文・鈴木基由・矢崎直良・清水啓
生・栗岡宏治・鈴木俊一・徳山義行〉

妻の誕生日祝、お花どうも
ありがとうございました。
〈矢崎直良〉

結婚記念祝いありがとうご
ざいます。
〈内藤考三〉

誕生日祝いありがとうござい
ます。
〈大竹　敦〉

9月生まれの皆様お誕生日お
めでとうございます！
〈兼杉文子・森　正志〉

加藤治さん、俊治さん自己
紹介ありがとうございます。
クリスマス家族例会にはパー
トナーの参加もありますので
よろしくお願いします。
〈三浦　守〉

すばる加藤さん、自己紹介
頑張って下さい。
〈北村匡央〉

加藤治さん、加藤俊治さん、
卓話ありがとうございます。
これからよろしくお願いしま
す。
〈桑折美奈子・戸井田修・山本和保・齋
藤守毅・鈴木俊一・進藤博司・櫻井義久・
小林義久・岩瀬雄一・岸　　聡・遠藤省吾・
浅野　仁・本多　隆・岩﨑　彰・岩井良彦・
徳山義行〉

加藤治さん、俊治さん自己
紹介有難うございました。
10月の千日会の参加もお待
ちしております。
〈小林康一〉

猛暑も終わりかな。彩りの
季節になり外出が楽しくな
りますね。台風来ないで。
〈渋木理俊〉

次回例会案内 2018 年 10 月 3 日（水）

9月12日 第 3104 例会 80 名（76 名） 46 名（60.53%）

8月29日 第 3102 例会 11名（53 名） 71.62%

ご協力ありがとうございました。

9月12日の合計金額 47,000円
（ 9月12日までの累計金額546,000円 ）

ニコニコボックスのご報告

2018 年 10 月 3 日（水）12:30 点鐘／パレスホテル大宮
理事会、セレモニー

※ 2018 年 9 月 26 日の例会は、休会です

さいたま市長　清水勇人 様卓 話

2018 吉祥福寿会納涼祭 Bros（9月2日）

新入会員の皆様へ　入会記念のバッグタグの贈呈
[ 加藤治会員・加藤俊治会員 ]

結婚記念日祝 [ 森会員・加藤会員 ・内藤会員 ]

幹事報告［三浦幹事］

委員会報告［進藤会員］ 委員会報告［平田会員］

委員会報告［足立会員］
新会員ご紹介者の方々へ　表彰状の贈呈

［浅野 副会長・岩﨑会員］ 誕生日祝［大竹会員・戸井田会員］
ニコニコボックスの報告

［鈴木会員］

ロータリー米山記念奨学金授与［朴伸桓様］

会長挨拶 [ 徳山会長］


