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皆さんこんにちは。まず、嬉
しいご報告を二つさせていただ
きます。昨日、大竹会員がお元
気にお誕生日を迎えられ、９１
歳になられました。本当におめ
でとうございます。
もう一つは、昨年１２月に開
催されました第５１回全日本書道芸術展において
風香さんが見事、文部科学大臣賞を受賞されまし
た。のち程ご本人よりご報告していただきます。
※冬に向かう枯野の中に紅く浮かびあがる紅葉
をうたった漢詩を篆書体(ていしょたい)で表
現されたものだそうです。
そして本日はお二人のお客様にお越しいただい
ています。第２６５０地区の会員増強拡大・学友
委員長の岡嵜正司(おかざき ただし)様です。よう
こそお越しいただきました。心より歓迎いたしま
す。そして本日の卓話の講師として、ぶぎん地域
経済研究所 専務取締役の土田浩(つちだ ひろし)
)
様です。本当にありがとうございます。のち程、
土田様より「２０１８年の経済見通し」のお話を
していただきます。どうかご清聴いただきますよ
うお願いいたします。
第１０回 「ロータリーの特別行事」について
－その④ ４月「母子の健康」月間－
さて、今日の“ロータリーあれこれ”は「ロー
タリーの特別行事」第４弾です。
６つの重点分野のうち、４月は「母子と健康」
月間に位置付けられています。この分野に於いて
は３つの課題があります。
１．病気、栄養失調、医療の不備、不適切な衛生
設備が原因で、毎年、５歳未満の子供630万人
が亡くなっている。
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（はしか、マラリア、肺炎、エイズ、下痢性疾患
が主な死亡要因となっている）
２．避妊を望む女性のうち２億２２００万人
が 安 全 で 効 果的な避妊法を利用できていない。
３．サハラ砂漠以南のアフリカでは、３９人に１人
の女性が妊娠中または出産による合併症で命を
落としている。
ということです。
この課題を解決する方法としては、
１．予防ワクチンや抗生物質を提供する。粉ミルク
による育児を奨励することで母から子へのＨＩ
Ｖ感染を予防する。
２．汚染水による下痢性疾患によって栄養失調が悪
化するため、水と衛生を改善して子どもの栄養
促進を図る。
３．避妊教育や避妊具を提供する。(妊婦の死亡率
を３分の１近く減らすことができる）
４．医療従事者に対し出産に関する情報資料の提供
や研修を充実させる。
（妊産婦の死亡を８０％防ぐことができる）
といったことが考えられます。
我がクラブのグローバル補助金事業としてどう
いったことが出来るかについて是非お考えいただき
たいと思います。
現在、我がクラブの会員在籍は１１８名で、当面
の目標である１３０名まであと１２名です。１２/
４以来新会員の入会が途絶えています。どうか会員
の増強にお力をお貸しいただきますようよろしくお
願いいたします。
又、今週２６日(金)の新会員歓迎会、２月１９日
の第４ＧのＩＭへの出欠報告をまだ出されていない
方は本日中に事務局あてに是非、出席でご報告くだ
さい。
最後に、本日例会の後に中間決算報告のクラブ協
議会がございますので、点鐘後もその場にお留まり
いただきますようよろしくお願いいたします。

ロータリー家族とともに行動し ともに感動する
（５５周年 全員で前進する － 全・進 －）
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
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文部科学大臣賞受賞について
円谷友香 会員
風香書道会 書家風香

遠上寒山石径斜
白雲生処有人家
停車坐愛楓林晩
霜葉紅於二月花

お客様ご紹介

◆1月29日(月)からラオスへ会長以下9名がラ
オ・フレンズ小児病院の式典参加と国際支
援事業で行ってまいります。
◆大竹先輩がロータリー在籍50年となり石三
会員が本年80歳で傘寿のお祝いとなりま
す。既に昨年ご案内をさせて頂いておりま
すが、明日23日(火)午後6時～パレスホテ
ル4階にてお祝いを開催させて頂きますの
で、宜しくお願い致します。
◆1月26日(金)、新会員歓迎会が午後6時30分
～パレスにて開催されます。
◆本日の例会終了後、クラブ協議会で中間決
算のご協議を頂きますので最後まで宜しく
お願い致します。

田口修身 副会長

委員長報告
国際ロータリー第2650地区2017-2018年度
会員増強拡大・学友委員会
委員長 岡嵜正司 様
株式会社ぶぎん地域経済研究所
専務取締役 土田 浩 様
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会員増強拡大・
増強拡大・学友委員会
学友委員会
委員長 岡嵜正司 様

会員増強維持部門
委員長 高橋誠一
皆さん、こんにちは。今日は京都から会員増強
拡大・学友委員会 委員長がいらしております。
当クラブの今年度の目標は6月までに130名にす
るということで、あと12名です。
是非皆さん、会員増強にご協力お願いします。

国際奉仕委員会
委員長 竹内雅人
竹内雅人
沢山の筆記用具や文房具を寄附していただき、
ありがとうございました。寄附していただく形で、
国際奉仕事業に参加していただきましたこと、心
より御礼申し上げます。今月29日から、しっかり
務めて参ります！

左から髙橋秀樹会長、
左から髙橋秀樹会長 、第 2650地区
2650 地区会員増強拡大
地区 会員増強拡大・
会員増強拡大 ・
学友委員会委員長 岡嵜正司様、
岡嵜正司様、染谷義一幹事

第4ｸﾞﾙｰﾌﾟ幹事
ｸﾞﾙｰﾌﾟ幹事 藤嶋剛史
◆ＩＭに多くのご参加・ご協力を是非お願いいた
します。

幹事報告
米山記念奨学生近況報告
幹事 染谷義一
「幹事報告をさせて頂きます」
◆本日は第2650地区 会員増強拡大・学友委員会委員長
岡嵜正司様、ようこそお越しいただきました。心から
歓迎を申し上げます。また3月3日、荒井伸夫パストと
内山泰成パストが基調講演でそちらにお伺いします
ので 宜しくお願い致します
◆本日の例会は株式会社ぶぎん地域経済研究
所 専務取締役 土田浩様に「2018年の経
済見通し」をテーマに卓話を頂きます。
宜しくお願い致します。

シャキャ・
シャキャ・スラクシャ さん
こちらに来て10カ月になります。1/29出席、2/5
は卒業論文の最後の試験発表がありますので出席
出来ません。その後台湾に行ったあと2月末まで国
に帰ります。3月はまた皆様の御世話になります。
先日ご案内しました1/28のネワー・フード・フェ
ステバルは7枚チケットがあります。是非どうぞ。

ゲスト卓話

卓話者のご紹介
齊藤政
齊藤政春 会員

株式会社
株式会社ぶぎん
会社ぶぎん地域経済研究所
ぶぎん地域経済研究所
専務取締役
専務取締役 土田 浩 様

テ ー マ 『2018 年 の 経 済 見 通 し 』 に つ い て 、 パ
ワーポイントにてご講話頂きました。

写真左から卓話頂きまし
た土田 浩様、
浩様 、 高橋秀樹
会長

