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ロータリー：
変化をもたらす

第 17 号 ２994 回例会 ２０１7 年 11 月

2 日（木）

『今日もロータリーしましょう!』
＜ビジター・ゲスト＞
米山記念奨学生
李 秀美 様
先日の万燈まつりでは初めて
売り子さんになり雨の中でも楽
しかったです。

度は 19 クラブからありその合計も 21600
ドルとなっています。その中には入間クラ
ブ、入間南クラブ協働のプロジェクトも入
っています。しかし残念ながら未だロータ
リー財団の認定はされていません。認定が
無ければ補助金は出ません。各クラブの活
動予定、準備など困惑しています、一刻の
猶予も無いと思います。地区の担当者の一
層の努力を切に期待する所であります。

≪今月のお祝い≫
関谷永久君
摂田順一君
上野良子様
夫人誕生日
奥冨恵美子様
後藤賢治君
滝沢文夫君
結婚記念日 細田浩司君
森田英郎君
関根靖郎君
会員誕生日

＜会長の時間＞

大野賢次君
馬路悦代様
粕谷美代子様
宮寺成人君
水村雅啓君
上野弘勝君
齋藤栄作君

＜幹事報告＞
宮崎正文幹事
第 5 回 定例理事会〈協議事項〉
1. 30 年 1 月のプログラム
2. 入間南 RC 合同例会会計
3. 交通安全功労者・市民憲
章推進活動実践者の候補
者の推薦について
4. 11/16･17 の研修旅行の件
5. 例会 3000 回記念バッジ作成
〈報告・予定等〉
・11 月のロータリーレート 114 円／＄
・11/12 青少年奉仕オリエンテーション
・11/19 第 2 回クラブ奉仕部門セミナー
・11/22 第 3 グループ研修セミナー
・11/28 職業奉仕部門第 3 グループ分科会
・11/30 安川電機企業見学会
・12/ 3 米山記念奨学部門カウンセラー会
議・クリスマス会
・2/18 第 3 グループ IM(ヘリテイジ飯能)
・11/3 入間航空祭
・11/10 入間市小中一貫教育研究会発表
・11/12 入間市名誉市民「木下博氏」胸像
除幕式
・11/24 地域交流研修会

関谷永久会長

今月はロータリー財団
月間とローターアクト週
間（11 月 2 日を含む 1 週
間）です。本日はロータリ
ー財団奨学生としてイタ
リアで勉強をしている須
山恵里香さんの近況報告がビデオレター
で届きました。15 分間をぴっちりとビデオ
に収め説明もとても分かり易くシャープ
にお話をされていました、立派な奨学生に
なって欲しいと思いました。当地区では須
山さんと大沢悠子さんの二人が今年度の
グローバル補助金を利用して教育派遣を
しています。そして派遣奨学生 1 人に付き
23400 ドルの財団グローバル補助金を配分
しています。財団地区補助金の申請も今年
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<ロータリー財団委員会> 白幡英悟委員長
11 月はロータリー財団月
間です。地区補助金奨学生
の須山恵理香さんは、先日
無事に国立ニコリーニ音楽
院に合格されたそうです。
120 人を超える受験生がい
る中、日本人合格者は須山
さん 1 人だけだったそうですが、別学年に
いる 2 人の日本人に助けてもらいながら手
続きを進めているそうです。

●委員長報告
＜クラブ奉仕委員会＞ 滝沢文夫委員長
プログラム委員長並び
に親睦委員長に大変ご苦
労いただきましたが、残念
ながら 11 月 16 日～17 日
の親睦旅行が中止となっ
てしまいました。そのため
11 月 16 日は杉田会員と細田会員のイニシ
エーションスピーチになります。会員の皆
様には FAX 等でご案内してありますがよろ
しくお願いします。又、12 月の第一例会の
際に例会 3000 回記念の徽章を皆様に差し
上げる予定です。10 ミリの純銀製の品にな
ります。

🌸イタリアからビデオレター🌸
ロータリー財団国際親善奨学生
須山恵理香様

＜会報･雑誌委員会＞ 吉沢誠十委員長
[今回の縦書きの表紙の絵は、いいですね]
〇横書き
P 3
RI 会長メッセージ
｢ロータリー財団の素晴らしさ｣
P28
日本のロ―タリー100 周年実行委
員会アンケート調査結果報告
〇縦書き
P21
卓話の泉「健康食品は大丈夫？」
無事合格された報告とイタリアの街並み
やカフェの案内もされました。

＜地区研修委員会＞
第 3 グループ研修委員
忽滑谷明委員
11 月 22 日西山荘ホールにて第 3 グルー
プ研修セミナーを開催いたします。当ク
ラブから白幡さん、金井さん、吉岡さん
が参加されます。よろしくお願いします｡

＜出席報告＞
金井祐一委員長
会員数 出席数 出席率 前回修正率
44 名
24 名 60.00％
82.93％
事前欠席連絡 8 名
＜ニコニコＢＯＸ＞ 田中快枝ＳＡＡ

＜米山奨学生について＞

齋藤金作会員

万燈まつりで、また本日も｢介護の現場
を守るための署名」に多数の方よりご協
力いただき感謝いたします｡
「友野政彦君」

今日出席して います李さ
んは入間 RC が支援する 18 人
目の奨学生です。当クラブで
1995 年にお世話した米山奨
学生の杜昭穆さんが万燈ま
つりの 28 日に訪ねて来てくれました。彼
とは 22 年間連絡を取り合っています。卒
業した米山奨学生と長い間お付き合いで
きるシステムになると良いと思います。

先日は雨の中万燈まつりではご協力いた
だきありがとうございました。
「関谷永久君、宮崎正文君」

本日\59,000 累計\360,164
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