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　今回号の概要
　お客様は地区ロータリー財団部門委員長　鈴木子之吉様、韓国ＧＳＥチームの宋（ソン）様、Ｒ財団親善

奨学生の西宮清夏さんです。
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ロータリー財団月間

 第877回例会次第
 　１．開　会　宮田　博会員
 　１．点　鐘　大井巳喜彦会長
 　１．ロータリーソング「我等の生業」

　奨学生の西宮清夏さんです。
　ソンさんと西宮さんにはご挨拶をいただき、鈴木委員長に卓話をしていただきました。

　 １．会長挨拶　大井巳喜彦会長
　　今月は例会が2回休みだったので、皆さんの顔を久しぶりに拝見しまし
　た。今日は大勢のお客様を迎えての例会です。後ほど卓話をよろしくお願
　いいたします。
　　田中欣一会員から、美味しい豚汁の差し入れをいただきました。
　沖 良男会員からは、千枚漬けと柿をいただきました。どちらも美味しかった

です。ごちそうさまでした。

　話の中に印象に残ることがありましたので、お話ししたいと思います。
　　「あなたは、何故ロータリアンなのですか？」というテーマでした。
　幼稚園児は、元気に大きな声で挨拶をするし、感謝の気持ちを表せる、
　だが、大人になり完成されたロータリアンはそれが出来なくなっている。
　これが、弊害となり、うまい付き合いが出来なくなっている。とのことです。

　です。ごちそうさまでした。
　　15、16日と地区大会がありましたが、セミナーで中山パストガバナーの

　素直な気持ちに戻りたいものですね。という訳で、お隣同士握手で「こんばんは」と挨拶をしていただきた

幹事報告は巻末に添付
 　１．幹事報告　見付春雄幹事

　素直な気持ちに戻りたいものですね。という訳で、お隣同士握手で「こんばんは」と挨拶をしていただきた
　いと思います。声を出しあったり、握手をするだけで明るい雰囲気になるものです。

１ 委員会報告　１．委員会報告　　
　　国際奉仕委員会　　浜田一夫委員長
　　　書き損じはがきの封筒が出来上がりましたので、各町会に配布します。趣旨説明の文章に、今までは

　　親睦委員会　沖 良男委員長
　　　クリスマス例会の会場の下見がてら予約してきました。舞浜のホテル・サンルート・プラザ東京です。

12月21日 18:00から21:00までの予定です 詳しくは書面にて後ほどご連絡いたします

　　ユネスコに寄付といれていましたが、今回からは、市内の団体にも使用すると書き添えます。

　12月21日　18:00から21:00までの予定です。詳しくは書面にて後ほどご連絡いたします。



　　宮田　博会員より
　地区大会において、昨年は三郷中央ＲＣがコ・ホスト
　クラブということで、感謝状をいただいてきました。
　地区内の米山寄付額の表彰がありましたが、我が

ブ ブ グ

　　社会奉仕委員会　　原口健作委員長
先 お なわれました市民ま り 収支報告 すが バザ 等 売り上げが 円 ポリオ

　クラブは第3位でした。1位は吉川イブニングでした。

　　　先日おこなわれました市民まつりの収支報告ですが、バザー等の売り上げが128,730円、ポリオの
　　募金が41,694円でした。支出もありまして、プラスマイナス0円という結果でした。

　１．お客様挨拶
　韓国ＧＳＥチーム　宋　昌錫（Chang Seok , SONG)様  推薦　松炭(Songtan)RC

みなさんこんばんは この度 韓国ＧＳＥのメンバ になり 三郷中央ク
　ラブの皆様と会えて光栄に思います。現在、韓国で日本語の教師をしてい
　ます。これからの経験は、日本語を教えるためにも、また学生に日本につ
　いて話し合うときにも、とても役にたつと思います。この1ヶ月を有効に過ご
　いたいと思います。ホームステイは2カ所めです。
　　西宮さんから、見付さんの初印象はどうか？と聞かれましたが、答えは
　できませんでした。「優しい人」ということを聞きましたが、そのとおりだなと

思いました 「幸せ家族計画」というビデオを見ましたが 皆でハンドベル

　　みなさんこんばんは。この度、韓国ＧＳＥのメンバーになり、三郷中央ク

　思いました。「幸せ家族計画」というビデオを見ましたが、皆でハンドベル
　を一生懸命練習し、家族のために頑張るお父さんを見て、感激しました。
　　昨日は、朝早くから東京新タワーの工事現場に連れて行ってもらいまし
　た。5年後には完成するそうで、「ソンさんは、今の業平と5年後の業平が
　見られるよ」と言いました。2016年には東京でオリンピックが開かれるかも

　しれないという話を聞きながら、メインスタジアムやレインボーブリッジを見ました。最後に私が行きたかっ
　た国会図書館に連れて行ってもらいました。そこで読みたかった本を読ませてもらい、本当に良かったで

す 皆さんのお陰で日本についてのいろいろなことが 勉強になっています ありがとうございました

　親善奨学生　　西宮清夏さん

　から、帰ってきました。カナダから帰って、数ヶ月後にまた韓国に行かせて
　いただき、ありがとうございました。三郷中央ロータリークラブーの皆様には

感謝の気持ちでいっぱいです。カナダ、韓国に行ったことで、私の視野も

　す。皆さんのお陰で日本についてのいろいろなことが、勉強になっています。ありがとうございました。

　　こんにちは。안녕하세요。ソンさん、ようこそ日本へ。11月の11日に韓国

　　お話ししたいことは山ほどあるのですが、時間に制限がありますので、

　感謝の気持ちでいっぱいです。カナダ、韓国に行ったことで、私の視野も
　広がり、成長もし、とても良い研修になりました。韓国では、毎日ロータリー
　の方と研修をさせていただき、食事をしたりお酒を飲んだりし、夜はナイ
　トクラブに連れていかれたこともありました。いろいろな方がロータリーには
　いるんだなぁと思いました。
　　韓国では、50クラブの会員の方が私たち3人を支えてくださり、最高のも
　てなしをしてくれました。
　　お話ししたいことは山ほどあるのですが、時間に制限がありますので、
　素晴らしい1ヶ月を過ごさせていただき、勉強になり、良い思い出ができま

　したことを、感謝申し上げます。ありがとうございました。



　１ ．卓話　　地区ロータリー財団部門委員長　鈴木子之吉様　（浦和東ＲＣ）
　Ⅰ．ロータリー財団の誕生　１９０５年２月２３日、米国イリノイ州
　にシカゴ・ロータリー・クラブ誕生。１９１７年米国ジョージア州アト
　ランタで開催された国際大会において、アーチC・クランフが

　良きことをするために基金をつくろう」と提案したことに始まり、
　１９２８年国際大会で「ロータリー財団」と名づけられ、１９３１年
　信託組織になり、１９８３年に米国イリノイ州法の法令の下に
　非営利財団法人となりました。
　Ⅱ．国際ロータリーの使命　国際ロータリーは世界中のロータ
　リー・クラブの連合体です。国際ロータリーの使命は、「他者に

奉仕し 高い倫理基準を促進し 事業と専門職務および地域

　「全世界的な規模で慈善・教育・その他社会奉仕の分野でより

　ことを通じて世界理解、親善、平和を達成できるようにすること」（２００７年規定審議会採択）
　　旧使命「地域レベル、全国レベル、国際レベルの人道的、教育的、文化交流プログラムを通じて、ロー
　タリーの綱領とロータリーの使命を遂行し、かつ世界理解と平和を達成しようとする国際ロータリーの努
　力を支援すること」

Ⅳ ロータリー財団の正式名称と構成 名称は「国際ロータリーのロータリー財団」 構成する法人会員

　奉仕し、高い倫理基準を促進し、事業と専門職務および地域
　社会のリーダーの間の親睦を通じて世界理解、親善、平和を推進すること」です。
　Ⅲ．ロータリー財団の使命　「ロータリアンが、健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済する

　　Ⅳ．ロータリー財団の正式名称と構成 名称は「国際ロータリーのロータリー財団」、構成する法人会員
　は「国際ロータリー」のみである。

　２．人道的補助金プログラム
(1) 地区補助金 (2) ボランティア奉仕活動補助金 (3) マッチング・グラント (4) ３H補助金

　Ⅴ．ロータリー財団の使命を遂行するため、３種類のプログラムがあります。
　１．教育的プログラム
　　(1)　国際親善奨学金　　(2)　世界平和フェローシップ　（紛争解決と平和におけるロータリー・センター・
　 プログラム）　　(3)　大学教員のための補助金　　(4)　研究グループ交換（GSE）

タ 和 び紛争解決 究プ グ

　３．ポリオ・プラス・プログラム

　財団プログラムを支援し、実施するため、地区では下記の５つの委員会を設置しました。各委員会は
　委員会活動を通じ「ロータリー財団は自分達の財団である」と認識を深めて頂くための活動を積極的に

ブ タ プ グ 参加 寄 増進を 致 ます進めて行きます。

　　(1)　地区補助金　　(2) ボランティア奉仕活動補助金 　(3) マッチング・グラント　　(4)　３H補助金
　　（保健、飢餓追放及び人間性尊重補助金）

　　(1)　ポリオ・プラス
　第２７７０地区　ロータリー財団部門の各委員会活動について

　進めて行きます。
　(1)　財団増進・ポリオ委員会　　(2)　財団奨学学友委員会　　(3)　研究グループ交換委員会　　　

　ロータリー財団への寄付について
　各委員会が実施するプログラムを活発に実行していくためには、充分な地区活動資金（DDF）が必要
　です。全ロータリアンが地区設定の目標額のご寄付にご協力くださいますようお願い致します。
　(1)　年次寄付　　(2)　使途指定寄付　(3)　恒久基金寄付　(4)　その他寄付

　(4)　世界平和フェローシップ委員会　　(5)　地区補助金委員会



　１．ニコニコＢＯＸ発表　　千代田幸久ＳＡＡ委員長　　本日の協力　20,000円　ポリオ　3,645円
　鈴木子之吉様
　「本日はロータリー財団に関する卓話に伺いました。よろしくお願いいたします」
　大井巳喜彦会長
　「鈴木委員長、卓話ありがとうございました。ソンさんようこそ。西宮さんおかえりなさい」
　加藤英泉会員
　「鈴木様、卓話ありがとうございました。ソンさんようこそ。見付さんご苦労様でした」
　見付春雄幹事
　「鈴木委員長、本日はありがとうございました。西宮さん、素敵になったね。あと2日頑張ろうね」
　浅賀紀一会員
　「お客様ようこそ。西宮さんお帰りなさい。元気でしたか？」

原 健作会員　原口健作会員
　「鈴木委員長、卓話ありがとうございます」
　加藤地次会員
　「鈴木委員長、卓話ありがとうございます。西宮さん、ソンさんようこそ」
　田中欣一会員
　「鈴木委員長、自ら卓話にお越し頂き、ありがとうございます。西宮さん、お疲れ様。ソンさん日本での研
　修楽しんでください」

浜田一夫会員　浜田 夫会員
　「お久しぶりです」

　１．出席率報告　　酒井幸晴出席委員長
　第877回　会員数２５名　出席数１４名　免除２名　欠席数９名　出席率　６０．８７％
　第876回　出席修正率はＭＵ０名により　１００％

第875回 出席確定率はＭＵ２名により ８６ ９６％

　その他ニコニコ協力者　沖　良男・岡田繁夫・宮田　博・千代田幸久会員

　第875回　出席確定率はＭＵ２名により　８６．９６％

１．閉会の点鐘　大井巳喜彦会長



            日　時　　１１月１９日（水）　点鐘　　午後６時３０分

            場　所　　福寿家　　　会　費　　７０００円

       ② 三郷市内三クラブ新年会開催のご案内

            日　時　　平成２１年１月１０日（土）　点鐘　　午後６時

            場　所　　美加和　　会　費　　８０００円

              日　時　平成２１年１月１２日（月）　開会式　１０時３０分～　

       ⑧ 米山記念感謝の集いのご案内

       ① 吉川ロータリークラブ様より「韓国　第３７５０地区ＧＳＥチーム歓迎例会」開催のご案内

       ⑨国際年次大会バーミンガム大会参加旅行募集案内の受領

３． 他クラブ様からの報告

             場　所　　北浦和ターミナルビル３Ｆ　カルタスホール第２会議室

　　　① 三郷市商工会様より「第３２回　三郷市商工まつり」開催のご案内

　　　　　　　日　時　　１１月２２日（土）～２３日（日）午前１０時～午後４時

               場　所　　三郷市勤労者体育館及び三郷市役所市民広場

　　  ② (社)三郷青年会議所様より「２００８年度　１２月例会」のご案内

               日　時　  １２月７日（日）　　１７時１５分～

               会　場　　南柏　日本閣　３Ｆ　　会　費　６０００円

              場　所　さいたま市民会館おおみや

       ⑦ クラブ長期計画書提出のお願い

           メッセージの受領

       ⑤ 2009～10年度国際親善奨学生「第３回　オリエンテーション」開催について

             日　時　　１２月１４日（日）　点鐘　午後２時３０分

             場　所　　　ラフォーレ清水園　　　登録料　　　１人　　６０００円

2．ガバナ－事務所からの報告

       ① 李東建ＲＩ会長よりメッセージの受領

              日　時　　１２月６日（土）　点鐘　午後２時

       ② 地区ロータリー情報委員会より『友』インターネット速報

       ④ 国連フォーラムでＲＩ会長の講演ポリオ撲滅を目指すパキスタンのロータリーアン

       ⑥ 第２１回インターアクト協議会及び韓国訪日団歓迎の開催

       ③ 「2007～08年度　青少年交換活動の記録及びＤＶＤ」の受領

平成20年11月18日

                                                  第８７７回　　幹  事  報  告

幹事　　見付  春雄

１． 三郷市内関係からの報告
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