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皆さんこんにちは。
今日から３月の例会です。個
人的には１２回の月代わりの
内２月から３月が一番嬉しい
月代わりです。３月と言うと卒
業式や年度代わりの月で節目
を感じる月ですが、何よりも春が来るなと言うワ
クワク感で楽しくなる月でもあります。皆さん方
の会社では決算月を向かえる方も多いと思いま
す。皆様の顔色を拝見しますと、儲かってニンマ
リの方ばかりの様にお見受けいたします。
今月は、28日の土曜日に創立記念例会を兼ねて
社会奉仕事業の位置付けで夜間鉄道博物館におい
て貸切例会を開催する計画である事を改めてお知
らせいたします。
佐藤直樹社会奉仕委員長を中心に準備を進めて
おり大宮駅開設130周年と言う事も絡めて行う予定
です。当日は数百人規模のイベントになりますの
で皆様方のご出席は勿論の事、ご協力をお願い申
し上げます。来週９日の例会で詳しい説明を行い
ます。
また16日には岩渕パストガバナーに卓話を頂く
予定です。良いお話が聞けると思いますので多く
の方のご出席をお願い申し上げます。
エドアルド君ですが地区の行事で６日から８日
まで広島・京都の旅行に出かけます。先月のス
キー同様皆様方のお気持ちを少々頂ければ有難い
と思っております。
本日も充実した例会が出来ます様お願い申し上
げ挨拶と致します。

青少年交換学生 Eduardo Sa Dos Santos
(エドアルド サ ドス サントス) 君
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皆さんこんにちは。今日のスピーチは少し短
い、なぜなら私の友達が1時前にブラジルで死ん
だ。少し悲しい。だけど2月19日、日本に来て6ケ
月です。友達もできました。皆さんありがとうご
ざ いました 。札幌 に行き ました 。楽し かった で
す。19日ホストファミリーが変わりました。中村
さんどうもありがとうございました。今は東松山
で 伊田さん の家で す。先 々週、 菅平に 行きま し
た。とても楽しかったです。スキー、初めてでし
たが、 易しいでした。金曜日は少し難しい、でも
土曜日は一人で出来ました。皆さんにお金を頂い
て有り難うございました。今週、広島、京都、奈
良に行きます。6日から10日まで楽しみたい。
以上です。ありがとうございました。

幹事報告

幹事

新井清太

◆第１１回会長幹事会より
地区新入会員速報によりますと、現在第４グルー
プの大宮東クラブさんが新会員１０名でトップを
走っており、第９グループの八潮ロータリークラ
ブが９名で続いております。ちなみに八潮さんは
今年４０周年ということです。

知恵と行動そして親睦
事務局：さいたま市大宮区桜木町1-11-2 ＹＫ‐12ビル 4F
TEL.048-871-8881 FAX.048-871-8882
E-mail：info@rc-omiya-west.com HP : http://rc-omiya-west.com/

◆第９回理事会報告
社会奉仕事業として、（一社）障害者スキー振興
協会様へ昨年に引き続き活動資金等の援助が決ま
りました。
国 際 奉 仕 事 業 と し て 赤 尾 さ ん 所 属 の Friends
Without A Border様へ、現地使用の車両購入費の
一部として５０万円を上限に支援することが決定
いたしました。
◆ロータリーレートは1ドル＝118円です。
◆事務局のビル名が勝俣第2ビルからＹＫ－12ビル
に変わりました。

学生の方、会員の皆様のお知り合いの方に改めて
良く感じてもらうための事業がございます。会員
で約300名のご参加があり、先週大宮の小学校、ろ
う学校に6000名分のチラシを配りました。実際に
どれ程の人数になるか未定です。皆様のご協力な
しではなしえない事業です。来週の3/9(月)各委員
会に分かれて頂き役割分担等を決めて頂きたいと
思います。皆様、是非参加ご協力お願い致しま
す。

メイキャップにいこう！

委員長報告
福田和子 会員

プログラム委員会
新藤栄介 委員長
[例会次第内容変更のお詫び]
例会次第内容変更のお詫び]
◆本日3/2(月)例会のゲスト卓話の予定者、第2770地
区平和フェロー留学生ミッシェル・アルドリッチ様
が地区行事の為に急遽来れないとの事です。その
代わりに当クラブから地区に出向しております新
見会員に平和フェローについてお話して頂きます。
◆次回3/9(月)例会は、3/28(土)予定しておりま
す創立記念鉄道博物館貸切移動夜間例会の為の実
行委員会によります説明会とさせて頂きます。当
初予定はイニシエーションスピーチでしたが、鉄道
博物館移動例会の規模がとても大きくなりますの
で、その内容を事前に皆様にお伝えする場を設け
なければならないと考えその様に変更させて頂きま
した。
先日、皆様へ参加募集案内を出させて頂きました
が、2月末現在で会員関係者だけでも約300名、それ
以外に社会奉仕事業として地区の小学校９校にご
案内を出しております。大規模な創立記念移動夜
間例会、そして今年は大宮駅130周年であります
し、筑波駅長にもご協力をお願いして、いろいろな催
しを検討しております。詳細につきましては後ほ
ど佐藤直樹委員長からあると思います。私からは
皆様のご理解ご協力をお願い致します。以上です。
親睦活動委員会
小木曽賢己 委員長
◆3/6(金)親睦活動委員会開催。
旅行について打合せ。
午後6：00～ パレスホテル４Ｆにて。

社会奉仕委員会
佐藤直樹 委員長
◆障害者スキー協会に支援が決まりました。2/7、
8に私が代表の津川さんの方に行き、実際体験をし
てきました。
機会があれば、卓話をお願いし、動画や写真で皆
さんにご報告できるかと思います。
◆鉄道博物館『親子で学ぶ 鉄道の街 大宮』、小

皆さんこんにちは。先週「新会員の集い」に参
加しました。上尾西ＲＣの方にお会いし大変盛り
上がりました。ガバナーは「人づくりと云う事
で、他を見ることは良い」とおしゃっておられま
すので、メイキャップを交換しましょう！とな
り、3/11はこちらから行き、4/6はこちらにいらっ
しゃると云う事になりました。私ども他のロータ
リーを見ることは良いですので、皆さんでメイ
キャップに行きましょう！是非ご協力宜しくお願
い致します。

親睦活動委員会
結城 剛 委員
４/10(金)経営勉強会のご案内
5：00～6：00 講演会
場所：東京の三光ホールディングス本社事務所
講師：三光ソフランホールディングス(株)
高橋誠一会長
6：30～ 銀座で懇親会

会員増強維持委員会
高橋誠一 副委員長
4/10当社にて講演会、懇親会を行います。「入会
の見込みのある人、可能 性のある人をお誘いし
て、会員拡大につなげましょう！」

お誕生日おめでとう！
３月生まれ
親睦活動委員会
佐藤真義 委員
渡辺 稔(2日)、
小木曽賢己(10日)、
新藤信夫(13日)、
田 虓 玔(24日)、
各会員
新藤信夫会員からご挨拶がありました

ロータリーの友
広報・雑誌委員会
古屋実男 委員
『ＲＩ会長メッセージ』
2014-2015 年 度 国 際 大 会 が ６ 月 ６ 日 か ら ブ ラ
ジル・サンパウロで開催される。
『特集 識字率向上月間』
フィリピン・タイ・ギニアなどへ文具・図書・
自転車などを寄贈し、学習環境向上支援活動を
行っているＲＣを紹介。
『ＲＩ会長エレクト紹介・インタビュー』
Ｋ．Ｒ．ラビンドラン氏
スリランカ初のＲＩ会長で、スリランカ最大手
の印刷 ・包 装会 社、 プ リント ケア社 の創設 者
兼ＣＥＯ。
『ガバナーのページ』
第２７７０地区 濱野英美ガバナー
地区内 ７５クラブの公式 訪問 を５カ月間で実
施。ど のクラブも大歓迎 頂き 感謝の連続でし
た。
Ｐ21に川鍋一夫会員の短歌掲載。ご本人にご説明
頂きました。『天文を大好き翁の得意顔
問われて自ずと饒舌になる」

卓話

通 じ て 、 国内 外 で 、 平和 、 紛争 解決 を 推進 する
リーダーとなる人です。国際関係・行政学、平和
研究、紛争解決の分野の修士号又は平和と紛争研
究における専門能力開発プログラムの修了証のい
ずれかを選択することが出来ます。
世界で7つの大学と提携し6つのロータリーセン
ターで運営されています。日本では国際基督教大
学(ＩＣＵ)にセンターがあります。
世界から毎年10名前後のフェローが来日し、2年間
にわたり修士号又は修了証の取得を目指し研究し
ています。
ロータリーセンターのある国際基督教大学を中
心に近隣6地区 第2580地区、第2750地区(東京)、
第2770地区(埼玉南東)、第2590地区、第2780地区
(神奈川)、第2790地区(千葉)で構成されたホスト
エリア連絡協議会がロータリーセンターを支援す
るために活動しています。
提携大学は、
国際基督教大学（日本）、デューク大学／
ノースカロライナ大学(チャペルヒル校)(アメ
リカ)、プラッドフォード大学(イギリス)、
ウプサラ大学(スウェーデン)、クィーンズラ
ンド大学(オーストラリア)、チュラロンコーン
大学(タイ)
学友会は、ロータリー補助金の受領者、そして
ボランティアを対象とする各種補助金の受領者が
研究、留学を終えて帰国るすと、ロータリー財団
学友になります。
学友会では、留学予定の奨学生に対して先輩と
して多方面のサポートを行っています。

ＳＡＡよりご連絡
第2770地区
2770地区 財団奨学・
平和フェロー・学友委員会
新見和男 委員

染谷義一 ＳＡＡ

『財団奨学・平和フェロー・学友委員会』について
ロータリー財団奨学生は二種類あります。
☆地区補助金奨学生
＜海外で学ぶ大学生又は大学院生に提供されま
す。専攻は問いません。＞
☆グローバル補助金奨学生
<海外で６つの重点分野に該当する分野を学ぶ学
生に提供されます。>
６つの重点分野
①平和と紛争予防／紛争解決 ②疾病予防と治療
③母子の健康 ④水と衛生設備 ⑤基本的教育と
識字率向上 ⑥経済と地域社会の発展
派遣奨学生の実績
2013-14年

2014-15年

2015-16年
(予定)

地区補助金
グローバル
補助金

2名

1名

2名

2名

2名

2名

※日本人初の財団奨学生は元国連難民高等弁務官
の緒方貞子さんです。
ロータリー平和フェローは、仕事や奉仕活動を

岩槻東ＲＣより『東日本復興支援東北三県物産
展のご案内』がお手元に配布されております。多
数 の ご 参 加を お 願 い 致し ま す、 との こ とで すの
で、宜しくお願い致します。

