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第 1062 回( 11 月 17 日)例会の記録
チンとなりました。

点
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江原伸夫会長

合

唱

四つのテスト

Ａ型株 Ａ／カルフォルニア／７／２００９

稲見君 石川君

（Ｘ－１７９Ａ）（Ｈ１Ｎ１）ｐｄｍ０９ ※Ａソ連

第２副ＳＡＡ
卓話講師

国際ロータリー第２５７０地区

Ａ／スイス／９７１５２９３／２０１３

R 財団部門奨学学友委員会委員

（ＮＩＢ－８８）（Ｈ３Ｎ２） ※Ａ香港

茂木 聡様（本庄 RC）

Ｂ型株

Ｂ／プーケット／３０７３／２０１３

（山形系統）

※出席報告
会員数

出席者数

出席率

前回修正

３６名

３１名

85.29％

97.14％

会長の時間

Ｂ／テキサス／２／２０１３
（ビクトリア系統）
『これまでのインフルエンザワクチン製造株』

江原会長

こんにちは。今年もインフル

これまでのワクチン製造株は、Ａ／Ｈ１Ｎ１
ｐｄｍ０９、Ａ／Ｈ３Ｎ２、Ｂ型の３種類（３価）

エンザの季節が近づいてきま

が含まれ、このうちＢ型株については、山形系統

したが、今日はそのインフルエ

或いはビクトリア系統のどちらか一方のワクチ

ンザのワクチンと予防に関係

ン株を選定していた。

した話をさせていただきます。

『４価ワクチンの導入理由』

インフルエンザは、いったん流行が始まると短

近年、インフルエンザの流行は、Ａ／Ｈ１Ｎ１

期間に多くの人に感染が広がります。３８度以上

ｐｄｍ０９及びＡ／Ｈ３Ｎ２に加えてＢ型である

の熱・頭痛・筋肉痛など全身症状のほか風邪と同じ

山形系統とビクトリア系統の混合流行が続いて

ように、のどの痛み・鼻汁・咳などの症状もあり、

おり、ＷＨＯも２０１３年シーズン（南半球向け）

非常につらく、しかも肺炎や脳症など重症化する

から４価ワクチン向けにＢ型２系統からそれぞ

場合もあります。毎年「今年のインフルエンザは何

れワクチン株を推奨している。また、米国におい

型」といわれておりますが、菌にも耐性ができ、よ

ては２０１３／１４シーズンから４価ワクチン

り強力になり猛威を振るう年もありますので、そ

が製造承認され、世界の動向は４価ワクチンへ

の対策にも心がけていただきたいと思います。

と移行してきている。

【インフルエンザワクチン】

このことから、わが国においても４価ワクチ

平成２７年度よりインフルエンザＨＡワクチン

ン導入の是非を検討し（インフルエンザワクチ

製造株はＡ型２株及びＢ型２株を入れた４価ワク

ン株選定のための検討会議）、２０１５－１６シ
ーズンよりＡ／Ｈ１Ｎ１ｐｄｍ０９、Ａ／Ｈ３Ｎ２、

に加えてＢ／山形系統及びＢ／ビクトリア系統

小児の場合の２回目の接種は、１回目から１～４

の４価ワクチンとした。

週間（４週間が望ましい）あけて接種します１２月
中旬頃までの接種をおすすめします。

『生物学的製剤基準の改正』
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性

【インフルエンザの予防について】

の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４

※流行前のワクチン接種を受けましょう。

５号）第４２条第１項の規定に基づき、生物学的

※外出後の手洗い、うがいをしましょう。

製剤基準（平成１６年厚生労働省告示第１５５

手洗いは手指など体に付着したインフルエン

号）医薬品各条のうち、インフルエンザＨＡワク

ザウイルスを物理的に除くために有効な方法

チンの一部を改正した（平成２７年３月３０日

で、全ての感染予防の基本です。

厚生労働省告示第１９２号）。

※適度な温度と湿度に保ちましょう。

【インフルエンザワクチンの効果について】

空気が乾燥すると、のどの粘膜の防御機能が

インフルエンザの予防接種には、発症をある

低下し、インフルエンザに罹りやすくなりま

程度抑えたり、かかった場合の重症化を予防す

す。特に乾燥しやすい室内では加湿器なども

るといわれています。なかには予防接種を受け

利用し、適切な湿度（５０～６０％）を保つこ

たのにインフルエンザに罹った人もいると思い

とも効果的です。

ますが、インフルエンザに罹る発端は、まずイン
フルエンザウイルスが体の中に入ることで、こ

※十分な休養とバランスのとれた栄養摂取をし
ましょう。

れはワクチンでも防ぐことはできません。そし

※人混みや繁華街への外出を控えましょう。

て体に入ったウイルスは、細胞に侵入して増殖

何れにせよ、全ての病に通ずることと思います

します（感染）。ワクチンによってこの感染を抑

が、平素から、体調の変化に気づいたら

える働きは証明されていないそうです。

なるべく早く医療機関での受診を心掛けていた

数日の潜伏期間を経て、発熱やのどの痛みな

だきたいと思います。

どの症状が引き起こされます（発症）。ワクチン
は、この発症予防効果があります。６５歳以下の
健常成人では７０～９０％発症を予防すると報

幹事報告

小島幹事

１. 2016 年国際ロータリー年次大会(ソウル)参加

告されているそうです。
多くの方は１週間程度で回復しますが、なか
には肺炎や脳症など重い合併症などを引き起こ
す場合があります。これをインフルエンザの重

旅行募集案内について
２. 冬の交通事故防止運動に係る広報啓発活動の
実施依頼

症化といいますが、ワクチンは重症化を予防す

３．受贈会報 入間 RC 新狭山 RC 所沢西 RC

る効果があります。６５歳以上の健常高齢者で

４．回覧物

約４５％の発症を抑え、約８０％の死亡を阻止

難民を助ける会

AAR ニュース

医療法人尚寿会広報

第 100 号

する効果があったと報告されているそうです。
では、予防接種を受けてからその効果が表れ
るまではどのくらいの日数がかかるのでしょう

米山奨学生
皆さんこんにちは。

か。個人差はありますが、通常約２週間程度かか

先月は卓話をしに、新狭

るそうで、その効果は約５ヶ月間持続するとさ

山クラブ、熊谷東クラブ、南

れています。

クラブに行ってきました。

『インフルエンザワクチンの接種量と回数』

趙恩恵さん

新狭山クラブには私のカウンセラーの宮野さん

６か月以上３歳未満

１回 0.25ml ２回接種

と行き、熊谷クラブには熊谷南クラブの渡辺さん

３歳以上１３歳未満

１回 0.5ml

２回接種

と一緒に行ってきました。熊谷東クラブは昼に、南

１３歳以上

１回 0.5ml

１回接種

クラブは同じ日の夜に例会があり、12 時 30 分か

ら 20 時までずっと熊谷にいました。

一つ私が面白かったと思いますのは、4 つのテス

昼例会が終って 4～5 時間くらい時間があったの

トの少し違う訳を柴田さんが配って下さいまして、

で、渡辺さんの奥さんが韓国人だったので、東にあ

それについて皆さんと意見交換をさせて頂いたこ

る博物館とお城を見てきました。その時に偶然な

とです。どのような訳かということだけお話させ

のですが、来年のガバナーに会うことができまし

て頂きたいと思います。

た。とてもびっくりしました。

1.事実かどうか、嘘偽りはないか

来週木曜日は、狭山青陵高校から留学生の講演

2.全ての取引先に対して公正か

講師の依頼があって行ってきます。昨年も青陵高

3.信用を高め、良い取引関係を築くか

校に行ってきましたが、政治や経済の質問等、質問

4.全ての取引先に利益をもたらすか

の質が高くて驚きました。来週の木曜日は準備を

ということで、また少しイメージが違って、色々な

して、緊張していますが頑張ってくるつもりです。

意見が活発に交換され、良い時間となりました。

最近は卒業論文を書いているのですが、なかなか
進んでいないので朝 9 時から夜 9 時までコンピュ
ーター室で卒業論文を書いています。そのせいか

親睦活動

園部 明彦 委員長

皆さんこんにちは。

もしれないのですが、最近体調が悪く、少し痩せま

12 月の秩父夜祭見学の 1 泊旅行について、若干の

した。しかし熱はないので、インフルエンザではな

変更がありましたのでご報告致します。

いと思います。

変更箇所は 2 日目で、さきたま古墳を見学すると

今私が毎日卒業論文を書けるのは、みなさんの

いうことに決定致しました。これについては行田

奨学金のおかげだと思います。最後の大学生活も

ロータリークラブがさきたま古墳の世界遺産登録

頑張って、卒業論文も頑張って、来週の木曜日は青

を目指しているため、私たち狭山中央ロータリー

陵高校に行き、半分位はロータリーの米山奨学生

クラブも見ておく必要があるかということで、見

になってからと来日前後の話になると思うのです

学の一部に入れさせて頂きました。

が、頑張りたいと思います。

その他出発、帰ってくる時間等は特に変更あり

いつも皆さんにありがとうの気持ちでいっぱい
です。いつもありがとうございます。

ません。来週旅行会社さんと打ち合わせをするの
で、打ち合わせ終了後、モデルコースを印刷して参
加者の皆さんにお渡ししようと思います。どうぞ
宜しくお願い致します。

委員会報告
職業奉仕

佐々木 康 委員長

皆さんこんにちは。二つございまして、一つは企業
訪問の計画のお話です。
来年 1 月 26 日、石坂産業という産業廃棄物関係
の会社に企業訪問をする予定です。また詳しい案
内は後日させて頂きますので、皆さんどうぞ予定
に入れておいて下さい。
もう一つは、先週の例会の後に 2F で地区の職業

「外来卓話」・・・・・・・
…講師紹介…

柴田 譲 会員

茂木さん、今日は本当にお忙しいところありが
とうございました。
私はもう 7~8 年、茂木さんがロータリー財団の
地区委員をされていると思っていたのですが、先
ほど立ち話でいつからですかとお聞きしましたら、

奉仕委員会がございましたので、そのことを簡単

ちょうど 8 年前だとおっしゃっておりました。ち

にご報告させて頂きたいと思います。柴田地区委

ょうど私がその時に会長をしておりましたのでセ

員が準備して下さいまして、地区の会は今回初め

ミナー等に出たときに彼を見ることができました。

てだったのではないかと思うのですが、皆さんと 4

率直に言いますと、彼はこの地区のロータリー財

つのテスト、自分の職業について色々と意見交換

団のエースです。ずっと補助金の委員会や、回りま

をさせて頂きました。

わって今そのような立場にいらっしゃいますが、

そう遅くない時に部門委員長になることは間違い
ないと私は思っております。そのように非常に重

た。ありがとうございます。
ロータリー財団月間ということで本日お邪魔し

要な立場に立っておられる方でございます。

たわけでございます。ロータリー財団と言います

職業は建築設計をされておられます。

と、皆様方、とかく聞く話は難しい、横文字が多く

最後になりますが、2570 地区ではグローバル補

てわからない、また寄付の話ですかとふられてし

助金申請を、私の記憶をたどればまだやっており

まうわけでございます。そう言われることも事実

ません。浦和や大宮の地区、2770 地区はやってお

ではありますが、私と致しましては、出来る限りロ

ります。それに責任を彼は感じていると思います。

ータリー財団が皆様方ご自身のロータリー財団な

今回地区でやってみようという事で、アフリカの

のだと、皆様方にとってより近いものなのだとい

方に彼自らが行って申請を出し、一生懸命やって

うことを少しでも御紹介できればと思い、卓話を

おられます。恐らく申請が通っていくのではない

させて頂きます。

かと思っております。

聞いたことがあるかと思いますが、ロータリー

そうした意味で非常にロータリー財団に対して

財団の標語は「世界で良いことをしよう」というこ

愛着を持って、2570 地区に対してしっかりやって

とで、それを作っている使命と致しましては、

いこうという方でございます。

「人々の健康状態を改善し、教育への支援を高め、
貧困を救済し、世界理解、親善、平和を促進する」

国際ロータリー第２５７０地区
R 財団部門奨学学友委員会委員
茂 木 聡 様（本庄 RC）

ということです。その使命に基づいて、世界で良い
ことをしようと 200 を超える国と地域にあるロー
タリークラブのロータリアンの皆様方が、それぞ
れ何かしようという形で取り組んでいる所にロー
タリーがありまして、ロータリーを金銭的にサポ
ートしていくために出来上がったのがロータリー
財団でございます。世界で良いことをしようとい
うことで、今後とも皆様方に覚えておいて頂けれ
ばと思います。
財団には管理委員長が毎年おります。今年度の
管理委員長は、レイ・クリンギンスミスさんと言う
方で、優先項目を 4 つ掲げました。

皆様こんにちは。今年度地区ロータリー財団部
門、奨学学友委員、本庄ロータリークラブの茂木で
ございます。それと共に、本年度地区幹事と致しま
して、地区内ロータリアンの皆様方には本当にお
世話になっております。
最初にその辺りのお話をさせて頂きますと、実
は今年度が始まりまして、前期まだ全て終わって
はいないのですが、先般地区内のガバナー補佐、並
びに部門委員長の皆様方に紫雲閣に集まって頂き
まして、17 時から 19 時半までノンストップで、
ペットボトルの水だけで、今日おられます田中部
門委員長にもお付き合いを頂きました。本当に頭
が下がる思いであります。大変お世話になりまし

1. 永久にポリオを撲滅する
2. ロータリー財団に対するロータリアンの知識、
参加、寄付を向上させる
3. 財団の補助金と 6 つの重点分野を通じて、ロー
タリーの人道的奉仕の質と影響を高める
4. ポリオプラスにおける成果と「世界でよいこと」
をしてきた 100 年の歴史に特に注目し、財団に
よるこれまでの実績に対するイメージと認識を
高める
皆様方ご存知だと思うのですが、この 9 月に WHO
が、アフリカナイジェリアに於いてポリオの発生
が 1 年間なかったことを発表致しました。これに
よって、野生株を持つポリオウィルスがある国が
今日現在も紛争しているアフガニスタン、並びに

パキスタンの 2 か国だけとなり、ロータリーとし

そして補助金管理セミナーに出席することが必要

て取り組んできたポリオ撲滅というものは、99.9%

ということで、条件を付けさせて頂いております。

と言われます。今年の発生数は 100 件を切ってい

もう一つのグローバル補助金についてお話させて

る状況ですので、皆様方のポリオに対するご寄付

頂きます。

のおかげでもって、やっとここまで来たのかと思
っております。

グローバル補助金は 6 つの重点分野に該当する
プロジェクトでないといけないということで、奨

ロータリー財団の補助金についてお話をさせて

学金という形でも構わないのですが、重点分野と

頂きます。ロータリー財団の補助金、一昨年までは

いうものに合致しないと使うことができません。

3 つあったのですが、よりロータリーを簡素化、簡

金額と致しましては、地区補助金につきましては

略化、コンパクトにするという方向の中で、財団の

非常に低額なのに対して、グローバル補助金は最

補助金は 2 つに絞りました。地区補助金とグロー

低 3 万ドル、ざっと 300 万円以上で案件に使って

バル補助金でございます。

下さいという補助金でございます。

地区補助金についての条件をお話させて頂きま

特色と致しまして、海外の地区或いはクラブと

す。地区補助金は、クラブまたは地区の奉仕活動に

共同申請のプロジェクトというものが、非常に大

使用して下さいというものです。その地区補助金

変な部分でございます。先ほど柴田委員長から少

を決めるにあたりましては、地区の裁量に任され

しお話を頂きましたが、当地区が立案したグロー

ていると言われておりますが、我々とパスワーク

バル補助金を使っての人道的社会活動を行ってお

をしており、またやはりそこにはどうしてもロー

りますが、そこには当地区と、実施をする国のロー

タリー財団本部の承認というものが必要になるの

タリアン、2 つが揃って初めてグローバル補助金の

で、100%地区の裁量に任されているわけではあり

申請ができるという決まりになっております。そ

ません。しかし概ね地区の裁量に任されておりま

してグローバル補助金の譲渡受諾の条件に従うこ

すので、各クラブの皆様方から出して頂いた案件

とが必要、そして補助金管理セミナーに出席する

について、毎年一杯地区財団部門において審議を

ことが必要、クラブの覚書 MOU に署名して提出

した上で、次年度はこのクラブさんのこうした社

することが必要だという決まりがあります。

会奉仕プロジェクトに地区の補助金を使って頂き
ましょうという流れでここ数年行っております。

グローバル補助金と地区補助金、補助金管理セ
ミナーに出席することが必要とあり、毎年でござ

補助金の一般的条件とは、ロータリー財団の使

いますが、柴田委員長にも出て頂きました。会長エ

命に沿ったものでものでなければならないという

レクトにも出て頂いておりますが、地区と致しま

ことです。先ほどお話致しましたが、財団の使命、

しては毎年 3 月に財団セミナー並びに補助金管理

世界平和、ついこの間もフランスパリでテロによ

セミナーというものを行っております。そこにク

る 120 人の死亡事故が発生し、いつになったら世

ラブの会長エレクトさん、次年度の財団委員長さ

界中から紛争がなくなるのかと、本当に悲しい出

んの参加をお願いしており、この補助金管理セミ

来事があったところですが、そうした中でも世界

ナーに出て頂き色々な決まり事を知って頂いた上

平和を目指すというロータリアンの皆様の究極の

でクラブに持ち帰って頂き、次の年度、地区補助金

目標のために財団があって、その財団の中の補助

やグローバル補助金を使って何をしようかという

金を、本当に少額となりますが、地区補助金として

ことをクラブ内でお話頂いております。そして実

皆様方クラブの方に使って頂くために色々と取り

際にはそれで今年度末 5 月前後に地区補助金申請

組んでおります。

に手を挙げて頂いて、地区の方に各クラブさんか

ロータリアンの参加は必要だということで、単

ら全て申請書を出して頂きます。その申請に基づ

にお金を誰かに与えるのではなく、そこにおける

いて、総額があるものですから、使い方を地区が決

プロジェクトにロータリアンの皆様方が参加して

め、それをロータリー財団に一括申請し、それが次

下さいということです。

年度のスタートに合わせて承認を得られたら、こ

のような形で地区補助金を使って下さいという流

様方に寄付頂いたものを一括でロータリー財団に

れになっております。3 月にはまたご案内をさせて

入れます。そうしますとそれを半分ずつに分けて

頂きますが、補助金管理セミナーにご出席をお願

使いましょうということになりまして、一つはヤ

い致します。

ードファンドという国際財団活動資金に回り、も

グローバル補助金については、一括申請ではな

う一つは DDF という地区財団活動資金になりま

く、一年間を通じていつでも申請が可能でござい

す。そしてその DDF を資金と致しまして、その中

ます。しかし先ほどお話致しましたように、重点分

の 50%が地区補助金として使えます。そして 50%

野に絡むことが必要なのです。要するに相手国の

以上がグローバル補助金として使えます。もう一

ロータリアンとの約束が必要という決まりがあり

つグローバル補助金を使うにあたっては、ワール

ます。これが 6 つの重点分野でございます。

ドファンドから上乗せのものがあるというチャー

6 つの重点分野と言われておりますが、先ほどの条

ト図になります。

件にはナンバリングをしておりますが、重点分野

今年度の実際のお話を致しますと、地区補助金

には敢えてナンバリングをしておりません。何が

と致しまして約 7 万ドル使わせて頂いております。

一番という事ではないのです。

7 万ドルの内訳と致しましては、奨学生 2 名に奨

・平和と紛争予防／紛争解決

学金を支給、23 のクラブに於いてそれぞれのクラ

・疾病予防と治療

ブのプロジェクトに地区補助金を利用して頂いて

・水と衛生

おります。25%の残りの部分には、総額 7 万ドル

・母子の健康

使える浄財があるのですが、グローバル補助金と

・基本的教育と識字率向上

して利用できるものは 6 つの重点分野に合致しな

・経済と地域社会の発展

ければならず、色々と決まりがある中で今日現在

全てがそれぞれリンクしているのだと思います。

の実態でお話をすると、奨学生 1 名に奨学金とし

貧しいから教育が受けられない、貧しいが故に病

て支給をしております。DDF からは 1 万 7500 ド

気が発生する、100％ではないでしょうが、貧しい

ル支給しておりますが、ワールドファンドから同

が故に戦争等々が起こってしまう、戦争が起こる

額が上乗せされるものですから、その 1 名の奨学

から経済が発展しない、そうした悪循環が生まれ

生に対しまして、3 万 5 千ドルの奨学金を支給し

るなかで、究極は弱い母子が被害を被る、そうした

ております。そうすると残りが 5 万ドル以上、皆

6 つとも全て解決されればそれが良いのでしょう

様方から頂いた寄付が蓄積されております。

が、そのうちの 1 つでも、少しでも改善できるよ

しかし残っているからといって、地区補助金と

うにしたいというロータリーの希望に沿って、6 つ

しては使えないという決まりがあります。残って

の重点分野というものができました。

いるものをより自分達の立案をするもの、自分達

ブルキナファソのプロジェクトは、この中でいう

が使いたいものに使って頂きたいがために、グロ

所の基本的教育と識字率の向上、経済と地域社会

ーバル補助金を使っての人道的補助金プロジェク

の発展という部分に合致させながらプロジェクト

トの第一号、一つのテストケースという形で立ち

を進めております。

上げさせて頂いて、昨年度坂本年度の 6 月に柴田

もう一度補助金のことについてお話をさせて頂

さんにもご出席して頂き、一度説明会を開いてお

きます。ロータリー財団の活動は、ロータリアンの

ります。しかし残念ながら、今日最終承認は頂いて

寄付を頂いて初めて成り立つ話でございます。シ

おりません。申請してから 3 ヶ月は普通に掛かる

ェアシステムという決まりごとがありまして、今

と言われているものなので、提出しまして、内容説

年度使えるお金については、3 年前（鈴木ガバナー

明を求められ、不足書類の提出を求められ、その辺

年度）に各クラブの皆様方から頂きました寄付、そ

りのものは提出してあるので、近々承認が得られ

れを基に使えるお金が決まって参ります。総合計

るのではと勝手ながら思っております。

14 万ドル、それを決まりがございまして、まず皆

奨学生のことを少しお話致します。今年度、財団

の奨学生として派遣をしている早川春菜さん、ア

and, sometimes, for the failures

メリカに行っております。そしてもう一人、趙 迪

時に失敗に終わることもあります

さんという中国籍の方はロンドン大学に修士で行
っております。その 2 人が奨学生です。そしても

You weather the storms and enjoy your
time in the sun

う一人角田志貴保さんは、スイス、ジュネーブ国際

あなたはたくさんの難題を切り抜け、ここに成

研究所 2 回生ですが、グローバル補助金の奨学生

功を収めています

としての補助金を支給しております。

So, think about it

私と致しましては、財団を身近に感じてもらう

そんな今だからこそ、考えてください

ことが一番だと思っております。細かいことはク
さんとは、モンゴルの干ばつ防止の時に、マッチン

You may not realize it but your skills
are invaluable

ググランド申請で非常にご苦労なさっており、そ

まだ気づいていないかもしれませんが、あなた

の頃に財団におりましたもので、そこからのお知

のその能力はかけがえの無いものなのです

り合いです。

And now ?

ラブや地区の財団委員長に聞いて下さい。私柴田

今日私が一番お伝えしたいことは、お手元に配
りましたスライドの資料に書かれております。

さあ、今何ができるでしょうか

Now it is time to put them to good use
今が、あなたのその能力を生かす時なのです

■ロータリー財団月間

to give something back

Think about it

その力を、還元するために

あなただからこそ、出来ることがあります

to get into a new business

考えてみてください

その力を、新しい務めに生かすために

The business of making a difference
Every day, you make a difference

社会に変化をもたらす務め

日々、あなたは変化を生み出します

The business of improving lives

You hit the targets

その務めが人々の生活をより良いものにします

目標を達成することがあれば

and, sometimes, they hit you

The lives of those who did not get
your opportunities

時に目標に追われることもあります

あなたと同じだけのチャンスを得ることのでき

You put in the hours

なかった人々の生活のために

どんなにたくさんの時間をかけても

The business of saving lives and
making lives worthwhile and fulfilled

Yet put in the hours
時間が足りなくて

人々の生活を守り、より価値のあるものにする

Yet you still make time for what’s
important

ために

You do the hard yards

The business of caring and of sharing
your experience
Of restoring pride and rediscovering
dignity

難題に立ち向かい

思いやりに溢れ、人々の尊厳と誇りを取り戻す

それでもあなたは、大切なもののために時間を
捻出し、費やします

You take
successes

responsibility

成功を収めることもあれば

for

the

あなたの体験を分かち合うために

Imagine the difference your time could
make
想像してください

あなたのその時間と

That your skills could bring to bear
あなたのその能力がどれほどの変化をもたらす
可能性を秘めているか

Imagine a simple ` thank you ` was
your reward
想像してください

シンプルな「ありがとう」と

R 財団部門奨学学友委員会委員
茂木 聡様(本庄 RC)

いう言葉があなたへの報酬だったこと

Imagine this was your next venture

R 財団月間ということで、本日は卓話さ

想像してください

せて頂きますので宜しくお願い致します。

そんな「ありがとう」のため
江原君

に、挑戦してきたこと

本日は R 財団部門奨学学友委員会委員の

Imagine a smile was your return on
investment

茂木聡様においでいただき、卓話をお願

想像してください

いただき本当にありがとうございます。

いしておりますが、急なお願いを受けて

誰かのシンプルな笑顔が、

何卒宜しくお願い申し上げます。

全ての投資に対する報いであったことを

Just imagine what a difference you
could make
想像してください

小島君

R 財団部門奨学学友委員会委員茂木聡様、
ようこそおいでいただきました。卓話楽
しみにしておりました。宜しくお願い致

あなたにだからできること

します。

を
浜野君

R 財団部門奨学学友委員会委員茂木聡様、
ようこそお越し下さいました。卓話楽し
みにしています。宜しくお願い致します。

稲見君

R 財団部門奨学学友委員会委員、地区幹
事、茂木聡様ようこそおいでいただきま
した。今日はよろしくお願いします。

沼崎君

茂木さん、本日は有難うございます。よろ
しくお願い致します。

佐藤君

本日の外来卓話 R 財団部門奨学学友委
員会委員茂木聡様、ようこそおいで下さ
いました。宜しくお願い致します。

柴田君

本日はロータリー財団のイロハを説明し
て下さい。宜しくお願い致します。

※次の例会

第２副 SAA

１２月 １日（火）

肥沼君 小室君

１２：３０～１３：３０

「クラブ協議会」
（年次総会）
１２月 ８日（火）➞１２月３・４日
家族同伴親睦旅行に振替え

