
 

   

 

 

  

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

                                    

         

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

   １月１6 日 （水）  

♬ ロータリー 

    ソング 

   

切通 勇次 

     会員 

  

   乾杯 

 

  山森 喬夫 

     会員           

 

 国際ロータリー第 2770 地区 第 12 グループ 

川口北ロータリークラブ 
           例会場：川口市芝新町 9-10 

             東京信用金庫 蕨支店 

            例会日：毎週水曜日  

                   TEL:048-264-5020 FAX:048-261-9756 

                   E-mail: kawaguchi-nrc@bloom.ocn.ne.jp 

          事務所：〒333-0866 川口市芝 2-4-25 

 

   

           

 

 

 

ロータリー活動の根源で

もある「奉仕」を通じてロ

ータリーライフを楽しみま

しょう！ 

 
 

ロータリー活動の根源でもある「奉仕」を通じてロータリーライフを楽しみ

ましょう！ 
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会長      森川  昌紀 

会長エレクト  増田   徹 

副会長     菅   祐伸 

幹事      原   浩明 

クラブ広報   小林   忠 

SAA         山口 久仁幸 

会計      千葉  秀樹 

【本日のプログラム】 

第 1794 回例会 

    1/30（水）  

 

♣ロータリー会員研修会 

社会奉仕委員会 

 

   

 

             

 

【次回のプログラム】 

第 1795 回例会 

2/3（日） 

 

♣節分例会 

第 1791・92・93 回 例会記録 1 月 9 日(水)・16 日（水）・23 日（水） 

 

キムさん ジョンさん 

スカイツリーにて 

 

親子３代合同例会にて 

岡村幸四郎川口市市長と森川昌紀会長 

TEL:048-264-5020
mailto:kawaguchi-nrc@bloom.ocn.ne.jp


森川 昌紀会長挨拶 

今年初めての例会場です。 

明けましておめでとうご 

ざいます。お客様をご紹介 

します。２０１３－２０１４ 

年度青少年派遣交換留学生  

川口北高校１年生の上野梓さん 

のお母様。交換留学生のサラ 

スサーナ・ユンニラさんです。昨年１２月２６日に

阿部新政権が誕生しました。新政権に願う事は、早

期の景気回復、これから先の社会保障の充実、将来

にわたり誰もが安心に安全に暮らせるか不安を取

り除いて頂き、そして東日本大震災早期復興を切に

願います。そして、お正月をはさみ早３週間経過し

円が８８円となりました。このまま上昇しそうです

ね。ロータリーレートは現在１ドル８２円です。 

財団の年次寄付は、１人あたり２００ドル＋ポリオ

プラス３０ドル計２３０ドルです。１月末日までは

１ドル８２円ですので皆様ご協力お願いします。 

おとといの成人式の日の大雪、皆様はいかがお過ご

しでしたか？いつも思う事ですが雪が降るたびに

都市機能はマヒします。当社が管理している物件か

ら緊急要請が多数ありました。雪の降っている当日

は融雪剤の散布に出動し、雪がやんだ夜には凍結す

る前に雪かきを深夜まで行いました。翌日はあちこ

ちで凍結による大渋滞発生。集合住宅の自走式立体

駐車場のスロープの除雪作業の依頼が多数発生。こ

の駐車場はだいたい北側に設置されており常に日

陰の状況でカチコチに凍結。人員を集めて人海戦術

の雪かき合戦です。人手不足の為、私も連日作業で

日陰凍結・今日は腕・腰・足と悲鳴を上げています。

本日は住棟入り口北側の除雪作業を行っておりま

す。もう雪は懲り懲りですね。昨年のクリスマス例

会では奈良親睦委員長には大変お世話になりまし

た。会員の皆様にプレゼントを持ち寄って頂きプレ

ゼント交換は多いに盛り上がりました。熱く御礼申

し上げます。今年は、新年早々恒例の韓国インター

アクト訪日がありました、西田新世代委員長はじめ

委員の皆様方には送迎等御協力頂きまして誠にあ

りがとうございます。言葉はなかなか通じなくても

お互いの気持が分かち合い、心と心が相通じあう事

がインターアクトプログラムの素晴らしいところ

です。 

 

 

ろです。世界の親善と平和の為にこの素晴らしいプ

ログラムが継続していくことを切に望みます。皆様

のお陰様で半年が無事経過しました。今年度も残り

半年です。皆様どうぞ宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

原  浩明幹事報告 

1. 当クラブ 1・2 月の例会スケジュール 

1/ 2  休会 

 1/ 9  夜間例会「新年会」 

        割烹神谷にて  

1/16 第 5 回ロータリー会員研修会 

       ロータリー財団・国際奉仕委員会 

1/23 親子 3代合同例会（川口むさし野 RCホスト） 

1/30  第 6 回ロータリー会員研修会 

     社会奉仕委員会 

2/ 3 節分例会   2/  6 休会 

2/ 9  IM      2/13 休会  

2. 地区セミナースケジュール 

 1 月 26 日（土）職業奉仕セミナー 

 場所：さいたま文学館ホール PM1:30 点鐘 

 

お客様 紹介 

 

 

 

 

 

ロータリー財団 バッヂ贈呈 

♞ポール・ハリス・フェロー2 回目 

          

 

 

菅 祐伸 会員 

  

 

 

  

 

 

               

          

 

                           

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                         

 

 

 

               

 

  

 

 

 

 

 

 

感謝状 日光御成まつり実行委員会 

          会長 岡村 幸四郎様より 

 

サラ・ユンニラさん         上野 紀子様 



委員会報告 

新世代委員会 西田 宗平委員長 

先日インターアクトでは、皆様に 

お世話になりました。御礼を申し 

上げます。サラも日本語上達し、 

楽しんでいるようです。 

国際奉仕委員会   切通 勇次委員長 

1. 世界社会奉仕活動の歴史  

発展途上国や開発途上国に対 

する人道的奉仕活動という新しい 

ニーズによって、国際奉仕活動に 

新しい流れをつくりましたが、 

一方で、ロータリーの綱領上で 

国際奉仕活動の一分野であると 

明記されていなかったために、多くの混乱や議論を

生みました。1967年に正式に国際ロータリーの常

設プログラムとなり、地区とクラブは、この活動の

ために、ＷＣＳ委員会を設置するよう推奨されてい

ます。 

2. 世界社会奉仕活動とは 

世界社会奉仕活動は、WCS 活動と称されています。 

発展途上国や開発途上国では、ロータリークラブも

資金の制約等で奉仕活動が実践できない場合に、援

助を海外の地区やクラブに求め、協力して奉仕活動

を行うのが世界社会奉仕活動です。 

3. 世界社会奉仕活動の要件 

①プロジェクトが人道的奉仕活動であること 

②2 カ国以上のロータリアンが関与すること 

③プロジェクトはこのうちいずれか 1 カ国で実施

されること 

4.ロータリーを通じてのプロジェクトの資金調達 

ロータリー財団から国際財団活動資金（WF）、あ

るいはロータリー財団から地区に供与される 地区

財団活動資金（DDF）と地区補助金（DSG）を利

用する事も可能です 

5.実践例 

ベトナムでの例 

生後 3日の乳児から 45才までの 130名の孤児や

障害者の教育や生活の支援を行っているベトナム

の孤児院では、貧困により入居者が増加し続けてい

ます。ベトナムにはロータリークラブは無いため、

国際財団活動資金（WF）は使えませんでしたが、

クラブの拠出金と DSG（地区補助金）を利用して、

牝牛、鶏及び飼料を提供しました。その結果、生ま

れた子牛、多くの卵や鶏を販売できるようになり、

施設の運営に貢献できました。 

 

 

 

お客様 挨拶 

上野 紀子様         

こんにちは。梓は土曜日に 

オリエンテーションがありまして 

どの国へ留学するか決まります。 

第一希望がドイツ、第二希望がオーストリアです。 

決まるまでは、ドキドキしている状態です。今後と

もどうぞよろしくお願い致します。 

サラ・スサーナ・ユンニラ さん 

明けましておめでとうございます。今年もよろしく

お願い致します。冬休み前にホストファミリーが冨

田ファミリーに変わりました。とても親切です。冬

休みに山形へ行きました。山形は雪がよく降る所で

す。書道をしてとても楽しく過ごしました。日本の

お正月は素晴らしいです。 

 

会員研修委員会     藤原 忠雄委員長 

今までは芝事務局にて、増強・職業  

米山・新世代奉仕委員会と行いました。 

今年は、国際・財団・社会奉仕委員会 

が例会場にて行います。本日は、国際 

奉仕・ロータリー財団です。よろしく 

お願い致します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

    

      

 

出席委員会 田中 一任委員長 

               

 

 

会員 出席 
計算 

会員 
MU ％ 

29 19 22 2 87.5 

 



ロータリー財団    槙  孝夫委員長 

2012～2013年度の第 2770 

地区のロータリー財団部門は 6 

委員会によって構成されます。 

三國年度の財団奨学・学友小委 

員会とロータリー平和フェロー 

小委員会が一つになり、財団奨学 

・平和フェロー・学友委員会となりました。 

当地区は 2010 年７月１日から新しいプログラム

「未来の夢計画」による「パイロット地区」として

世界で 100 地区の一員として試行され、次年度で

３年目の最終年度を迎えます。そして、2013 年

7 月よりは世界の全ての地区で一斉に実施されま

す。 

補助金の構成については、新地区補助金（Rotary 

Foundation District Grants）とグローバル補助

金（Rotary Foundation Global Grants）の２種

類になっております。 

新地区補助金はＤＤＦ（District Designated 

fund）の最大 50％まで使用することが出来、残

りの DDF はグローバル補助金として使用されま

す。この DDF は３年前の年次寄付と恒久基金の運

用利息の 50％が地区財団活動資金として地区に

還元されます。 

この DDF が会員減少の影響を受け年々少なくな

っております。 

井橋年度では 300,758.35 ドル三國年度では

278,320.32 ド ルそして 、田中年度で は

250,682.94 ドルに減っております。 

これを新地区補助金とグローバル補助金に分け、田

中年度のロータリー財団部門の活動資金として使

用します。 

新地区補助金は、１年以内の比較的短期の活動資金

に使用されます。人道的プロジェクト・教育的プロ

ジェクトにも国内・海外を問わず、またロータリー

クラブの有無、パイロット地区、ノン・パイロット

地区に関係なく何れにも使用することが出来ます。 

グローバル補助金は、６つの重点分野を支援するプ

ロジェクトで持続可能性のあるもの、最低３万ドル

のプロジェクトで相手もパイロット地区であるこ

と等、条件が厳しいためクラブからの資金需要が少

ない状況になっております。姉妹クラブ等と共同

で、グローバル補助金のプログラムを推進して頂け

ればと思います。 

 

ニコニコ委員会    谷口  顕委員長 

森川 昌紀 もう雪はこりごり  

腰が痛いです。 

原  浩明 今年もよろしく 

お願い致します。 

今村  勲 今年もよろしく。 

内山 武司 明けましておめでとうございます。 

切通 勇次 お世話になります。 

菅  祐伸 今まで 4WD で雪に苦労した事は無

かったが、スポーツカーはダメだチェ

ーンも売ってない。 

千葉 秀樹 今年もよろしくお願いします！ 

奈良栄一郎 本年も宜しくお願い致します。 

西田 宗平 本年も宜しくお願い致します。 

藤原 忠雄 雪が降って来て皆様はどうですか、無

事でしたか研修委員会発表有難うご

ざいます。 

槙  孝夫 本年もよろしく。 

増田  徹 皆さん足元気を付けて下さい。 

森田 康之 新年会欠席にてすみません。 

山口久仁幸 雪の道 慌てず急がず滑らず。 

山森 喬夫 本年もよろしく。 

谷口  顕 自動車運転注意して下さい。 

16 口 21,000 円 累計 532,000 円 
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で、グローバル補助金のプログラムを推進して頂け

ればと思います。 

今年度の寄付目標額 

年次寄付 200 ドル ポリオプラス 30ドル 

会員１人当たり 合計 230 ドル。 

恒久基金１クラブ当たり ベネファクター １名 

ベネファクターの寄付額 1000 ドル。（元金は使

用せず、運用益のみ 3年後に DDF として地区に戻

ります。） 

税制上の優遇措置について 

年次寄付、ポリオプラス、グローバル補助金提唱者

寄付、その他使途指定寄付については、2011 年

４月 1 日から優遇措置の対象になりました。恒久

基金への寄付についても、公益財団法人への寄付と

して 2011年７月 1日から認められることになり

ました。 



1/9 新年会  

森川 昌紀会長挨拶    

新年明けましておめでとう 

ございます。お客様を紹介します。 

インターアクトで韓国安山市より 

来られました高校生のキム・ヘジ 

さん、ジョン・ジュヒさんと通訳で埼玉大学２年生

のジョ・スドンさん。ホームステイで韓国の高校生

を受け入れていただいている原幹事の奥様原幸子

様。１／５（土）から明日の１／１０（木）まで来

日されますが、新世代委員長はじめ委員の皆様方に

は送迎等御協力頂きまして誠にありがとうございま

す。特に、原幹事と奥様には韓国高校生の受入をし

ていただき深く感謝申し上げます。先日の日曜日１

／６（日）市立浦和高校でインターアクト協議会・

インターアクト訪日歓迎会に原幹事と出席してきま

した。約６０名の訪日団と大勢の日本の高校生達が

参加し会場は熱気に溢れておりました。そして、日

本と韓国の高校生との交流を深めるアトラクション

には多いに盛り上がり、いつも感動させられます。 

世界の親善と平和の為に日本と韓国の交流を深めて

頂き、この素晴らしいプログラムが継続していくこ

とを望みます。韓国のお二人には残り少ない日本を

楽しんで下さい。今年はヘビ年ですヘビは脱皮しな

がら成長します。私も今年は会長として一皮むけて

少しは成長したいと思います。今年も今年度川口北

ＲＣテーマ Let's Enjoy The Rotary！「ロータリ

ーを楽しみましょう！」 を合い言葉に、皆様と共

に有意義な奉仕活動を行ってロータリーを楽しみた

いと思います本年も皆様に取りまして素晴らしい一

年でありますように、今年もどうぞよろしくお願い

致します。 

。 

お客様 紹介 原幸子様ありがとうございました。 

 

全住姫さん  金恵眞さん  原 幸子様 

全住姫（ジョン・ジュヒ）さん挨拶 

はじめまして、ジョンです。日本へ来れてとても 

光栄に思います。私にとって貴重な体験です。また、

原さんご家族に大変お世話になりました。原さんご

家族に会えてうれしく思います。また皆さんにお会

いできるようにと思います。ありがとうございまし

た。 

金恵眞（キム・ヘジ）さん挨拶 

はじめまして私はキムです。日本へホームステイと

いう素晴らしい機会を頂き、歓迎をして頂きとても

嬉しく思います。また、原さんご家族に大変お世話

になりました。私は３年前旅行として日本へ来たこ

とがあるのですが、その時も今もとても良い印象で

す。またいつか是非皆さんとお会い出来るよう願っ

ております。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

1/6 インターアクト協議会  

♣1/5 来日し、 1/10 帰国致しました。       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ニコニコ報告 10 口 15,000 円 累計 547,000 円 

森川 昌紀 明けましておめでとうございます 

      今年も宜しくお願いします。 

今村  勲 新年おめでとうございます。 

内山 武司 新年おめでとうございます。 

小林  忠 明けましておめでとうございます。 

菅  祐伸 ここまで 遠いな。 

田中 一任 本日よろしくお願いします。 

奈良栄一郎 明けましておめでとうございます。 

藤原 忠雄 今年もよろしくお願いします。 

増田  徹 新年おめでとうございます。 

山口久仁幸 今年は巳年、魅力ある RC の例会に 

      したいものです。 

 

 

 



1/23 親子 3 クラブ合同例会 

森川 昌紀会長挨拶 

川口北 RC、お蔭さまで上半期 

の奉仕活動をすべて滞りなく 

終了致しました。７月に「打ち 

水大作戦」８月は恒例の青少年 

交換プログラムとして、留学生の 

送り出し、また、フィンランドより 

サラ・スサーナ・ユンニラさんが来日され、川口北

高校生として元気に通っています。9 月、姉妹クラ

ブの第 3750 地区「安山 RC30 周年記念式典」へ

参加致しました。10 月「御成道について」川口市

教育委員会文化財課 金箱文夫様にご講演頂きまし

た。11 月「荒川左岸南部流域処理場」へ施設見学

会へ行きました。12 月は東日本復興支援事業とし

て、加須市へ避難されている福島県双葉町の方々へ

支援物資を4トントラック満載でお届けに上がりま

した。1 月、新年早々、韓国から訪日団として高校

生が 60 名以上来日されました。あとのこり半年も

「奉仕を通じて平和を」を少しでも実現できるよう

取り組んで行きたいと思います。 

溝上西二ガバナー補佐挨拶 

ガバナー補佐としての仕事も前期 

を終え、これから後期となります。 

後期につきましては、２月９日の 

ＩＭですが、戸田市文化会館にて 

開催致します。講演として、寺島実郎様にお願いし

ております。第２部として、埼玉県立南陵高等学校

の生徒さんによる吹奏楽を企画しています。「多くの

出会いから、素晴らしい出会いの実現を」をテーマ

に、多くの方々に参加をして頂きたいと思います。

ご協力お願い致します。 

 

 

 

卓話  川口市長 岡村 幸四郎 様 

新年明けましておめでとうございます。 

昨年は、鳩ヶ谷市との合併の実を 

挙げることを念頭に、全力を傾注 

した 1年でした。まずは合併の 

最大の眼目である行財政改革の 

先取りです。また合併１周年を 

記念し 11 月に開催した「川口宿 

鳩ヶ谷宿日光御成道まつり」には、市内外から約 

18 万人にも及ぶ観客にご来場頂き、新市の一体感

の醸成、新たな郷土愛の育成、そして市の PR に大

きな成果を得たところです。さらには、神根・赤山

地域の歴史と自然を活かした（仮称）赤山歴史自然

公園及び福祉の最終形態としての（仮称）川口市 

火葬施設の整備、現在の市立高等学校 3 校を統合

した新校の設立、防災拠点となる市役所新庁舎の建

設という大規模プロジェクトも緒につきました。 

さて、本年も厳しい財政状況が続くと予想されます

が、こうした大規模プロジェクトの推進とともに、 

引き続き市民の安定、中小企業の支援等に取り組ん

で参ります。そして、いよいよ市制施行 80周年の

節目の年を迎えます。皆さん、川口市はどういう町

だと聞かれましたら、どう答えますか。川口市を

「あ・い・う・え・お」でいいますと、「あ」＝荒

川の恵みで発展しました。「い」＝鋳物の街「う」

＝安行の植木の街として発展しました。「え」＝ス

キップシティーは日本最大規模の映像拠点です。

「お」＝御成道を始めとした素晴らしい歴史があり

ます。もう 1 つの「あ・い・え・え・お」もあり

ます。「あ」＝人情に厚い町「い」＝いい店いっぱ

い「う」＝旨いものたくさん「え」＝笑顔があふれ

る「お」＝思いやりの街です。ご清聴ありがとうご

ざいました。 

 

 

ニコニコ報告               谷口  顕 合同例会よろしく。   

森川 昌紀 本日は宜しくお願いします。   千葉 秀樹 今日もよろしくお願いします！ 

原  浩明 本日は市長の卓話です。     藤原 忠雄 岡村市長今日は卓話宜しくお願いします。 

磯  利昭 本日も宜しくお願いします。         楽しみにしております。           

今村  勲 本日は宜しくお願いします。   増田  徹 よろしくお願いします。 

内山 武司 よろしくお願いします。     山口久仁幸 市長お忙しい所ありがとうございます。 

菅  祐伸 ここまで来るのは嫌だ。     山森 喬夫 新年よろしく。 

田中 一任 本日も宜しくお願いします。     13 口 14,000 円 累計 561,000 円 


