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世界理解月間によせて
国際奉仕部会委員長

隅内

道三 （川口東）

20 世紀初頭、著しい経済発展の陰で商業道徳が欠如する風潮に堪えかねて、取引や個人的な付き合いで信頼に
足る仲間を増やしたいと考えたのが、ロータリークラブの創始者ポール・ハリスでした。こうして、1905 年 2 月
23 日にシカゴロータリークラブが誕生したのです。以来ロータリークラブは 105 年の歴史を重ね、今や 200 以
上の国・地域に拡大し、120 万人超のロータリアンが世界中で奉仕活動を実践しています。
ＲＩでは毎年２月を、「世界理解月間（World Understanding Month）」と定めています。
世界平和に不可欠な国際理解と親善を深めるような世界社会奉仕（WCS）を中心とするプログラムを個人ある
いはクラブで行うことを奨励しています。そして２月 23 日を最初のロータリークラブ会合が開かれた記念日であ
ることに因んで、「世界理解と平和の日」とし、毎年２月 23 日に始まる１週間を「世界理解と平和週間」と定め
ているのです。各クラブへは、この特別週間において世界理解と友情と平和への努力を強調するよう推奨していま
す。ロータリークラブは、職業倫理を重んじる実業人・専門職業人の集まりであると共に、世界に眼を開いた幅広
い奉仕活動を実践する集まりです。世界理解月間に当たり、ＷＣＳプログラムへの取り組みをロータリアン個人又
はクラブレベルで検討することをお奨め致します。ＷＣＳは必ずや豊かなロータリーライフと効果的なクラブの実
現に貢献してくれでしょう。
当地区の大宮東ＲＣが 2009 年 1 月 17 日フィリピンで行ったＷＣＳの模様です。

ＷＣＳの模様

東条会員、高田会員、堀口会員
の３名が現地訪問したときの様
子です。

・ホストＲＣ（現地相手国のＲＣ）
国際ロータリー第 3800 地区
マリキーナＲＣ（比国）

目

・インターナショナルＲＣ
国際ロータリー第 2770 地区
大宮東ＲＣ

次
1

ガバナーメッセージ
世界理解月間によせて

隅内

道三

3

第 8 回ロータリー情報ニュース・第 7 回職業倫理委員会情報・文庫通信 8

良雄

4

ロータリー財団寄付者一覧

9

幸弘

4～5

中島美三郎

2010 年度

染谷
池澤

第 22 回ＲＩ第 2770 地区青少年訪韓団
モントリオール国際大会に参加しましょう

大塚
中村

7

ＩＭのご案内

井橋ガバナー ･ エレクト壮行会

第 22 回インターアクト日韓青少年交換

6～7

杉戸中央 RC、八潮 RC、蓮田 RC、草加南 RC、上尾 RC

3

ガバナー・ノミニー決定

米山記念奨学生選考

公式訪問レポート

2～3

信郎
靖治

米山記念奨学会寄付者一覧

10

5

新会員のご紹介・会長交代のお知らせ・訂正

10

5

12 月の会員数及び出席報告

11

『今こそ私たちの出番です』各クラブ活動等のご紹介・速報

2

12

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2770

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER No.8

・ＷＣＳプログラムの内容
現地高校のコンピュータルームにパソコンを寄贈
このコンピュータルームは当地区の会員であった故河本順子（大宮東所
属）の名を冠した「The Jyunko KawamotoLibray」の一角に設置されたも
のです。
・大宮東 RC は、長年にわたり現地のニーズに適ったＷＣＳプログラムを継続実施しており、トイレを寄贈
したり、孤児院への支援をしたりと息の長いプログラムを継続しております。
国際奉仕部会委員長

国際ロータリー第 2770 地区

隅内

道三

2011 〜 12 年度

明（春日部西） ガバナー・ノミニー決定

三國

［ロータリー歴］
1983 年６月２日 春日部西ロータリークラブ入会
生年月日

1995 〜 96 年度 クラブ会長

1937 年 ８ 月 25 日
（昭和12年）

2001 〜 02 年度 地区米山増進委員会委員
2003 〜 04 年度 地区米山記念奨学学友委員会委員

勤務先

2004 〜 05 年度 第４グループガバナー補佐

医療法人春明会理事長

［学

2007 〜 08 年度 地区健康保持増進委員会委員
2008 〜 09 年度 地区健康保持増進委員会委員長

歴］

2009 〜 10 年度 地区職業奉仕部会委員長

1967 年３月 東京医科歯科大学医学部卒業
1974 年
［職

医学博士号取得

［ロータリー財団／米山奨学会］

歴］

1967 年４月 東京医科歯科大学第２外科勤務

大口寄付者

1974 年８月 みくに医院開設

第 10 回米山功労者メジャードナー

1982 年４月 みくに病院開設

［その他役職］

1998 年３月 老人保健施設ちとせ開設

春日部市医師会理事

1998 年３月 訪問看護ステーションすみれ開設

春日部市国保運営委員、春日部市介護認定審査会委員

2009 年１月 みくに中央クリニック開設

共栄短期大学非常勤講師

報 告

井橋ガバナー ･ エレクト壮行会

平成 21 年 12 月 26 日開催
次年度地区幹事

2009 年 12 月 26 日 ( 土 ) ラフレさいたまにおきまして、井橋ガバナー・
エレクト壮行会が執り行われ、大塚ガバナーご夫妻をはじめ次年度地区
役員、越谷 RC の方々を含め 102 名の多くの皆様に参加いただきました。
今回の国際協議会は、ロータリー財団未来の夢計画パイロット地区の
研修も合わせて開催され、田中作次ロータリー財団管理委員、中村靖治
次年度ＲＩ研修リーダー、岩渕均次年度地区ロータリー財団委員長と共
に、アメリカサンディエゴへ出発されます。
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2010 学年度 米山記念奨学生選考

平成 22 年 1 月 9 日開催

ロータリーの友地区委員

染谷

良雄（吉川）

2010 学年度、米山選考試験を新年早々 2010 年１月９日（土）
大宮ソニック会場にて 58 名の米山記念奨学生面接試験を行いま
した。
次年度、奨学会からの当地区の奨学生割りあてカウントは３７
名ですが、継続学生が７名。したがいまして、本日は 30 名の新
規学生選考となります。
１名の学生に、20 分間の面接時間を設け、１会場３名 ~ ４名
の試験官で 15 名を面接、４試験会場に分散して面接が行われま
した。
当地区恒例で試験官は、ガバナー、ガバナーエレクト、ガバナーノミニー、パストガバナーによって行われます。
既に、論文、指導教官による推薦状をもとに、その部分の採点はお正月を返上して行われておりますが、やはり、
一番大きなウエイトを占める部分は本日の面接です。受験生も緊張していることは当然ですが、お世話をする地区
委員や試験官の皆様もいつになく、気を張っている様子でした。
午前 10 時から面接がはじまり、午後４時 40 分まで昼食の時間もほどほどに面接がおこなわれました。
すべての面接が終了し、集計、合否の決定となりましたが、学生皆それぞれ、研究内容、日本語運用能力ともに
素晴らしく、合否の付け難いことは言うまでもありません。公正な協議のうえ 30 名の新米山記念奨学生が決定さ
れ無事に面接選考試験が終了いたしました。
関係各位のご協力を得て年間の一大事業である選考試験もひと段落し、次年度にむけて始まったところです。
是非、各クラブ会長様 2010 年度米山奨学生世話クラブをエントリーしては如何でしょうか。

報 告

第 22 回インターアクト日韓青少年交換

平成 22 年 1 月 9 日～ 14 日

新世代育成・インターアクト委員長

池澤

幸弘（岩槻）

今年で 22 年目を迎える RID3750 との日韓青少年交換事業で 1
月 9 日～ 1 月 14 日までの 6 日間、柳団長をはじめとするロータ
リアン 8 名、引率教師 4 名、生徒 50 名の総勢 62 名が来日致し
ました。
1 月 11 日（成人の日）にラフレさいたまに於いて第 22 回イ
ンターアクト協議会と韓国インターアクト訪日団歓迎会がさいた
ま中央ロータリークラブと淑徳与野高等学校インターアクトクラ
ブの協力により盛大に開催されました。
講演会ではアメリカ歴代大統領と親交の深い小浜

正幸氏によ

る『ブッシュからオバマへ・・・・私の見たアメリカ』のテーマ
でお話がありました。今回の協議会の特徴は韓国の方全員に同時通訳で行なったことです。
交流会では淑徳与野高校の筝曲、弓道、ダンスがそして韓国からはテコンドー、伝統舞踊、ダンスが披露され大
いに盛り上がりました。
また、今回の 6 日間の間ホームスティを受けて頂きましたロータリークラブやホストファミリーの皆様には心
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より感謝申し上げます。さらには各家庭や学校でも色々な企画をして戴き有難うございました。また、この 6 日
間に何一つ事故が無かったこともここにご報告いたします。
韓国ロータリアンには東京見学と雪の降りしきる富士の麓河口湖に行き、日本の冬を満喫して戴きました。そし
て 3 月 25 日に韓国でまた会うことを約束して 1 月 14 日 15 時 30 分に無事帰国致しました。

第 22 回 ＲＩ第 2770 地区青少年訪韓団
日

時：2010 年 3 月 25 日（木）～ 3 月 30 日（火）
飯野

雪男パストガバナー、令夫人

新世代担当部門委員長

山口

光男

新世代育成・インターアクト委員長

池澤

幸弘

新世代育成・インターアクト委員

西山

育昌・鈴木

県立南稜高等学校

高橋

豊

さいたま市立浦和高等学校

浜野

清澄

春日部共栄高等学校

澤井

翠

参加者：団

長

生徒 36 名

眞他 2 名

先生（引率指揮）
先生（副指揮）
先生（保健）

総勢 47 名参加いたします。

モントリオール国際大会に参加しましょう
国際ロータリー第２７７０地区ガバナー
モントリオール国際大会・推進委員長

大塚 信郎（上尾）
中村 靖治（吉川）

洗練された中にも親しみやすい雰囲気にあふれるモントリオールは、2010 年ＲＩ
国際大会に集まるロータリアンにとって理想的な都市と言えるでしょう。モントリ
オールには、80 以上の国籍と民族からなる人々が住んでいます。また、フランス語
人口がパリ以外で最も多く、二カ国語を話す人々の数は北米で最多を誇っています。
更に、ケベック州最大の都市であり、カナダ全体でもオンタリオ州トロントに次ぐ
第 2 の都市であります。大都市圏の人口約 370 万人（2009 年横浜市程度）は北米で

モントリオール
Montréal（仏）
Montreal（英）

15 番目、世界第 77 位の規模で、面積は約４千㎞２（滋賀県程度）です。
開会式前日には、「井橋吉一ガバナーエレクトの激励会」が用意されています。当地区の新たなリーダーにエー
ルを送りに私共と一緒に行こうではありませんか。

第 101 回モントリオール国際大会参加旅行
大会日程 2010 年６月 20 日（日）〜 ６月 23 日（水）
295,000 円（２名１室利用）

Ａ．6/18 〜 6/22

ＲＩ国際大会参加５日間

Ｂ．6/16 〜 6/22

ナイアガラフォールズと大会参加７日間 395,000 円（２名１室利用）

Ｃ．6/16 〜 6/22

カナディアンロッキーと大会参加７日間 434,000 円（２名１室利用）

Ｄ．6/15 〜 6/22

トロント・ケベックと大会参加８日間

※ 旅行企画・実施：ＪＴＢ首都圏 法人営業埼玉支店
ＪＴＢ首都圏 浦和支店
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公式訪問レポート
杉戸中央ＲＣ
会

長

栗原

偉憲

八 潮 Ｒ Ｃ
会

例会日 平成 21 年 11 月 26 日
幹

事

浜名

長

高柳

国男

例会日 平成 21 年 12 月 8 日
幹

事

沼澤

明夫

私共のクラブに大塚ガバナーがお見えになったのは、
年も押し詰まった 12 月８日でした。お話を伺って見る

正己

と公式訪問も残すところ３クラブとの事でした。当クラ

11 月 26 日（木）大塚ガバナー、第 6 グループ染谷

ブでは過去２年間は年度初めの７月に公式訪問を受け、

ガバナー補佐をお迎えし、例会場にて公式訪問を開催い

御指導を頂いて居り、会場も移動例会の形でした。今年

たしました。

は例会場で、テーブルの配置や集合写真をどのように撮

会長、幹事交えての面談では、地区の方針や運営にク

影するか、公式訪問の前から検討を行なってきました。

ラブの負担になっている部分があるのでは、という率直

連日の地区内各クラブへの公式訪問を続けられて、お

な疑問や、また 40 代の若い会員が多いという特徴から、

疲れであろうと察して居りましたが、大塚ガバナーは時

当クラブが抱える運営の理想と現実のギャップに対し

間より早く例会場にお越しになり、会長・幹事及び会長

て、適切で分かりやすい回答とアドバイスをいただきま

エレクトとの懇談、30 分の卓話を明瞭な趣旨と的確な

した。

問題点の指摘を頂きました。

例会では、ＲＩ会長方針、地区の運営方針をパワーポ

続いてクラブ協議会に置いては、各委員会が活動の報

イントで丁寧に分かりやすく説明していただき、またご

告及び下期の活動予定をお話し、常任委員会ごとにガバ

自身のロータリー活動については、多くのスライド写真

ナーから講評を頂きました。熱心な応答により予定時間

でユーモアあふれる楽しいプレゼンをしていただきま

を大きく超え、大変

した。

示唆に富んだ公式訪

クラブ協議会では、各委員長の方針について、それぞ

問になりました。有

れに問題点を指摘していただき、またご指導くださいま

難う御座いました。

した。なかでも、R 財団のポリオ棒滅に関しては、医療
関係者ならではの視点で、細菌とウィルスの違いにつ
いて、なぜポリオを撲滅しなければならないのかを熱く

蓮 田 Ｒ Ｃ

語っていただきました。

会

染谷ガバナー補佐からは、「ロータリーの楽しみは、

長

川田

金造

例会日 平成 21 年 12 月 9 日
幹

事

波多野 勝治

苦労を乗り越えた先にある」というご自身の経験と、自

12 月 9 日に大塚ガバナー、金沢ガバナー補佐をお迎

分自身を高めるために、常に自己研鑽を念頭におきロー

えし、公式訪問を開催させていただきました。ガバナー

タリー活動を行ってほしいという講評をいただきま

に当クラブへのご指導をいただき感謝申し上げます。職

した。

業分類から増強へのもって行き方や、中長期計画の目標

当クラブは今年 15 周年を迎えましたが、この公式訪

の設定の仕方、卓話についてなど適切なアドバイスをい

問で、20 周年に向けての新しい指標が見えたような気

ただきました。特に卓話者の選び方について、会員の友

がいたします。心より感謝申し上げます。

達というのは、人材が豊富ですのでいろんな卓話を聞け
クラブの活性化につながるという話は、感銘を受けまし
た。早速 1 月に卓話の依頼を致しました。最後にガバナー
補佐心温まる御挨拶ありがとうございました。
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例会日 平成 21 年 12 月 3 日
幹

事

白井

上 尾 Ｒ Ｃ
会

義明

長

細野

例会日 平成 21 年 12 月 10 日
幹

宏道

事

北林

辰哉

12 月３日（木）大塚信郎ガバナーと加藤ガバナー補

12 月 10 日、大塚信郎ガバナー、第五グループ星野賢

佐に当クラブをご訪問頂き誠にありがとうございまし

ガバナー補佐をお迎えしての公式訪問例会を開催させて

た。例会、クラブ協議会に先立ち、会長、幹事、会長エ

いただきました。

レクトとの懇談会で大塚信郎ガバナーは、会員増強を熱

例会に先立ち、会長 ･ 幹事 ･ 会長エレクトとの懇談会

心に説かれておりました。会長エレクトに向かって、ご

では地区方針、ガバナーのお考えを伺い、当クラブの現

子息の入会を勧めておりました。まさにその通りだと痛

状を踏まえ、今後の中長期目標について具体的にご指導

感いたしました。又、クラブ例会では、ジョン・ケニー

いただきました。

ＲＩ会長のメッセージ「ロータリーの未来は、あなたの

例会では、「ＲＩテーマと地区運営」についての卓話

手の中に」、プロジェクターを使用しながら地区の方針
と合わせて詳細な説明を頂きました。地区大会も終了し、

をプロジェクターを使用され、難しい話の中にユーモア

新年度当初上尾で新世代セミナーの時よりリラックス状

を混ぜながら判りやすくご説明いただきました。
休憩を挟んだ後、クラブ協議会がおこなわれ、各部門

態の大塚信郎ガバナーの姿を拝見しました。
又、クラブ協議会では、委員会活動に適切なアドバイ

の委員長からの発表・報告に対し、具体的な事例をはさ

スを頂き、ガバナー訪問例会は、一種の緊張感と連帯感

み的確なアドバイスを頂きましました。また、質疑応答

を育んで頂きました。この訪問でのアドバイス、特に会

にも丁寧に詳しく対応頂き、2 時間があっという間に過

員増強は、このクラブが生きていく為の源になることを

ぎてしまいました。出身クラブでの公式訪問ということ

クラブ会員各自が心に刻み、会員増強に邁進していきた

で、ずいぶんと緊張されたとのこと、感謝いたします。

いと思っております。今回ご指導頂いたことをこれから

その後の懇親会は、若いメンバーとも楽しく交流を深

のクラブ運営に生かしていきたいと思っております。大

めていただき、ありがとうございました。今後とも、御

塚信郎ガバナーには有意義にガバナー年度をお楽しみ頂

身体ご自愛いただきまして、ご活躍をご祈念致します。

ければと願っております。ご訪問に感謝申し上げます。

（順不同）

ＩＭ（Intercity Meeting）のご案内（開催日順）
2010 年２月 ９日（火） 第 ３ グループ

場所：ラフォーレ大宮

2010 年２月 11 日（木） 第 ７ グループ

場所：久喜市総合文化会館

点鐘：午後２時

2010 年２月 20 日（土） 第 ６ グループ

場所：春日部市振興センター

点鐘：午後１時 30 分

清水園

点鐘：午後４時

2010 年２月 21 日（火） 第12グループ 場所：戸田市文化会館

点鐘：午後１時

2010 年２月 27 日（土） 第 1 グループ 場所：浦和ロイヤルパインズホテル

点鐘：午後３時 30 分

2010 年 3 月 ４日（木） 第11グループ

場所：フレンディア

点鐘：午後２時

2010 年 3 月 28 日（火） 第10グループ

場所：福

点鐘：午後１時
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連載
第8回

ロータリー情報ニュース

第7回

｢職業を天職という考え方は日本では理解されな
いのでは？｣

「My Friend から学ぶ」
ロータリー情報委員長

篠 原

職業倫理委員会情報

唯 史（浦和北東）

職業倫理委員長

清 水

裕 次（岩槻東）

職業奉仕を理解するうえでの今月のヒントは職業を天
職とロータリーでは言っております。その天職の意味で
ありますが日本人にはなかなか理解できないのではない
でしょうか。
今、ご自身が自分の職業を天職とお思いの方は何人い
ますか ?
私などは父の仕事を何のことも考えずに跡を継いで現
在の会社を経営しているわけですから天職と思ったこと
などはありません。
ドイツの社会学者マックスウエーバーの「プロテスタ
ンタィズムの理論と資本主義の精神」の著書の中で職業
の VOCATION は calling--- 神のおぼしめしによって与え
られたもの、すなわち天職である。それぞれの職業は神
の命により与えられたものでありその職業の実践に当
たってはお互いに尊重しあい、品位あるものにしなけれ
ばならない。すなわち倫理的に優れたもの、人の作った
社会的規範である法律よりも、上位の { 人の道、道徳律、
倫理観である } ですから大企業でも中小企業でも、上下
の関係はない。欧米には第 1 に神に対する義務。第 2 に
他人に対する義務とされている宗教的感覚が根底あると
いわれております。
日本人にはその第 1 の神に対する義務がなく第 2 他人
に対する義務しかないのではないでしょうか。
なぜかというと日本での職業は明治維新までは、封建
的な士農工商として身分が職業であり、生まれながらに
して決定されており、職業を選択する余地がなかったか
らだと思います。無論、商人には商道徳、武士には武士
道なるものがありますが根本的には欧米とは違います。
天職という感覚はない。
ですから欧米の職業奉仕と日本の職業奉仕とは少し温
度差があるのだと思います。天職と考えるよりも、倫理
観と考えたのが日本的かなと思います。

1990 ～ ’91 年ＲＩ第 277 地区石井治ガバナーの時代
に「地区情報委員会」が１年間かけて編集した「M ｙ
Friend」を（1991 年６月 27 日）発刊した。ロータリー
情報は英文の直訳ということもあり理解しにくかったの
を、通常ロータリー活動に必要な用語を解りやすく要点
を簡潔に解説したもので、ロータリーの理解を深める礎
になった。当時の地区情報委員長は、田中作次パストガ
バナーである。
あとがきには次のように記している。
ロータリーの議会といわれる規定審議会は、クラブ、
地区大会、R.I. 理事会が提出した制定案と決議案を審議決
定するために３年に１回開かれ、その後国際大会で最終
決定されます。当地区情報委員会では今年度 1989 年に
開かれた規定審議会後の新しいロータリー用語集を出来
る限りコンパクトにまとめ、新会員用に活用して頂こう
という話が纏まり、編集委員会を組織して、約１年かけ、
この度ようやく発刊の運びとなりました。編集委員には、
地区クラブ奉仕部門委員長の仙﨑昭信様をはじめ、西幸
治様（川口 RC）
、西川忠悌様（大宮 RC）
、柏茲様（浦和
北 RC）
、小山弘様（浦和西 RC）地区副幹事の新井様との
26 回に及ぶ熱意溢れる編集会議はとても意義あるもので
した。
（以下省略）
私の購入した最後の「マイフレンド」は 1998 ～ ’99
年改定追補第８版発行である。この解説書は、多くのロー
タリアンの指針になったのは言うまでもありません。新
会員さんに、ロータリーを理解してもらう為に多くの解
説書を活用したらいかがでしょう。
（次回は、ロータリー
の基礎知識「浦和 RC 発刊」について）

「ロータリー文庫」は日本ロータリー 50 周年記念事業の一つとして 1970 年に創立された皆様の資料室です。
ロータリー関係の貴重な文献や視聴覚資料など、２万余点を収集・整備し皆様のご利用に備えております。閲覧は勿論、電
話や書信によるご相談、文献・資料の出版先のご紹介、絶版資料についてはコピーサービスも承ります。また、一部資料は
ホームページで PDF もご利用いただけます。
クラブ事務所にはロータリー文庫の「資料目録」を備えてありますので、ご活用願います。
最近のロータリー情報から
◎「奉仕理念の提唱者 アーサー・フレデリック・シェルドン」 田中
毅 2009 22p （D.2580 職業奉仕セミナー講演集）
◎「職業奉仕における個人と職業の倫理」
深川 純一 2009 19p （D.2580 職業奉仕セミナー講演集）
◎「『ロータリーの心もとめ』より」
海田
司 2009 4p
◎「国際ロータリーのビルダー」
塚原 房樹 2009 3p （私の “Rotary Notes”） ロータリー文庫
◎「井坂孝の説いた職業倫理を踏襲して」 鈴木 清次 2009 8p （井坂孝の足跡）
〒 105-0011
◎「職業奉仕に誇りを！！」
村山 有司 2009 1p （D.2640 月信）
東京都港区芝公園 2-6-15 黒龍芝公園ビル３F
TEL（03）3433-6456 FAX（03）3459-7506
◎「職業奉仕について」
原田實太郎 2009 4p （D.2730 月信）
http://www.rotary-bunko.gr.jp
◎「ロータリアンは同業者・業界でもっと積極的行動を」
竹中 秀夫 2009
［上記申込先：ロータリー文庫（コピー／ PDF）］

1p （D.2680 月信）
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ロータリー財団

大口寄付（21,062$）

山形

照之

（岩槻東）
平成 21年12月22日

大口寄付（18,045$）
田中徳兵衛冠名奨学

田中

徳尚

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER No.8

大口寄付（13,000$）
ベネファクター (9)

加藤

和正

M・P・H・F (6)

M・P・H・F (6)

M・P・H・F (4)

森谷

佐伯

布川

良久

鋼兵

活治

（川口）
平成 21年12月25日

（岩槻東）
平成 21年12月22日

（草加南）
平成 21年12月27日

（浦和南）
平成 21年12月24 日

（岩槻中央）
平成 21年12月25 日

M・P・H・F (4)

M・P・H・F (3)

M・P・H・F (3)

M・P・H・F (3)

M・P・H・F (3)

M・P・H・F (3)

M・P・H・F (3)

酒井

竹村

加藤

富永

久保

大広

栗原

由雄

晴兆

佳孝

建

邦計

保夫

種雄

（岩槻東）
平成 21年12月22日

（草加南）
平成 21年12月27日

（上尾）
平成 21年12月17日

（上尾）
平成 21年12月17日

（草加南）
平成 21年12月27日

（浦和南）
平成 21年12月24日

（浦和南）
平成 21年12月24日

M・P・H・F (3)

M・P・H・F (3)

M・P・H・F (3)

M・P・H・F (2)

M・P・H・F (2)

M・P・H・F (2)

M・P・H・F (2)

木村

小谷野 英 一

北林

細野

井上

島村

伊達

久雄

集亮

辰哉

宏道

（岩槻中央）
平成 21年12月25日

（さいたま中央）
平成 21年12月11日

（浦和中）
平成 21年12月22日

（上尾）
平成 21年12月17日

（上尾）
平成 21年12月17日

M・P・H・F (2)

M・P・H・F (2)

M・P・H・F (1)

M・P・H・F (1)

M・P・H・F (1)

大塚

小 川 長四郎

島村

佐藤

村石

崇行

健

齊

政彦

博明

（さいたま欅）
平成 21年12月25日
M・P・H・F (1)

島田

明郎

若之

（岩槻中央）
平成 21年12月25日
M・P・H・F (1)

金子

英男

（上尾）
平成 21年12月17日

（川口）
平成 21年12月17日

（上尾）
平成 21年12月17日

（浦和南）
平成 21年12月24日

（川口東）
平成 21年12月30日

（岩槻）
平成 21年12月25日

（岩槻東）
平成 21年12月22日

P・H・F

P・H・F

P・H・F

P・H・F

P・H・F

P・H・F

P・H・F

本多

正和

井上

久雄

菊池

和彦

関根

隆光

早船

雅文

久保田

勲

（さいたま欅）
平成 21年12月25日

（さいたま欅）
平成 21年12月25日

（岩槻東）
平成 21年12月22日

（岩槻東）
平成 21年12月22日

（川口）
平成 21年12月17日

（上尾）
平成 21年12月17日

P・H・F

P・H・F

P・H・F

P・H・F

P・H・F

ベネファクター (1)

深澤

圭司

（上尾）
平成 21年12月17日

藤村

作

（上尾）
平成 21年12月17日

原

一郎

（浦和）
平成 21年12月28日

井山

一男

（さいたま中央）
平成 21年12月11日
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本庄

久子

（川口）
平成 21年12月17日

竹内

勝彦

（上尾）
平成 21年12月17日

齋藤

哲雄

（上尾）
平成 21年12月17日
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米山記念奨学会

米山功労者（M-13）

田村

亮夫

米山功労者（M-8）

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER No.8

米山功労者（M-7）

大久保 守善

野口

勇

（川口モーニング） （三郷ウェンズデー）
（鳩ヶ谷シティ）
平成 21年 12 月14 日 平成 21年 12 月25 日 平成 21年 12 月21 日
米山功労者（M-4）

大木

米山功労者（M-3）

保司

岸井

幸弘

（上尾）
平成 21年 12 月18 日

（上尾北）
平成 21年 10 月23 日

米山功労者（M-2）

米山功労者（M2）

池畑

秀夫

（浦和西）
平成 21年 12 月24 日

新会員のご紹介

北林

辰哉

石川

貴康

（上尾）
平成 21年 12 月18 日

（春日部南）

武里郵便局

米山功労者（M-3）

水村

泰治

米山功労者（M-3）

中村

幸江

米山功労者（M-7）

林

明

米山功労者（M-3）

米山功労者（M-3）

酒向

克美

米山功労者

米山功労者

浜野

高成

久雄

大垣

勝弘

（さいたま欅）
平成 21年 12 月25 日

（越谷南）

㈲ダスキンマーブル

（春日部南）

大垣土建工業㈱

松谷

厚雄

岩崎

裕介

島村

健

（上尾）
平成 21年 12 月18 日

細野

宏道

萩原

敦

（上尾）
平成 21年 12 月18 日

（浦和）
平成 21年 12 月28 日

（大宮北）

本 多 信太郎

（川口モーニング）

㈱外装プランニング 本多賢太郎事務所

平成21年8月26日入会 平成21年11月19日入会 平成21年11月25日入会 平成21年12月1日入会 平成21年12月5日入会

大谷部 雅 也

保夫

米山功労者（M-3）

米山功労者

井上

大広

（浦和南）
平成 21年 12 月24 日

（庄和）
平成 21年 12 月28 日

孝徳

広久

（川口東）
平成 21年 10 月28 日

（越谷南）
平成 21年 11 月10 日

（浦和）
平成 21年 12 月28 日

鹿嶋

米山功労者（M-4）

（久喜菖蒲）
平成 21年 12 月10 日

（上尾北）
平成 21年 10 月23 日

吉田

米山功労者（M-6）

（浦和西）

㈱萩原工業
平成21年12月8日入会

時 枝 慎一郎

（浦和東）

（鳩ヶ谷シティ）

新埼玉法律事務所

時枝社会保険労務士

平成21年1月7 日入会 平成21年1 月12日入会

★お詫びと訂正★

クラブ会長交代のお知らせ

12 月号のロータリー財団寄付者（12 頁）におきまし
て、誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。

岩槻中央ロータリークラブ
現会長

島村

若之 （21 年 7 月～ 12 月）

新会長

瀧田 和雄 （22 年 1 月～ 6 月）
2001 ～ 2002 年度会長

■ ロータリー財団寄付者
田畑 雅祥 様（川口南）
誤
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→
Ｍ・Ｐ・Ｈ・Ｆ（4）

正 大口寄付（51,000＄）

2009 ～’
10 年度

12 月の会員数及び出席報告
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