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今週の例会

今週の例会

2011 年 7 月２６日(火)第 33６回
■点 鐘
1８時 30 分
■例会場
ラフレさいたま
■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト
■プログラム主題 前年決算・本年予算

会長/寺沢

「

良治

７月１９日 第３３５回例会 ＮＯ．２５５発行

幹事/井上 博明

会 長 挨 拶
皆さん、こんにちは。
さいたま中央ＲＣ会長河邉様、幹事の井原様、
副会長の近藤様、ご訪問ありがとうございます。
７月も半ばを過ぎましたが、連日の猛暑により
体も相当バテ気味ではないでしょうか。そんなバ
テた体に良いものといえば“うなぎ”ですね。
2011 年夏の土用の丑の日は、二の丑と言って 2
回あります。7 月 21 日と 8 月 2 日です。
土用の丑の日にうなぎを食べることは諸説ある
ようですが、一番有名なのが平賀源内説です。夏
にうなぎが売れないと嘆く鰻屋さんが、物知りの
平賀源内に相談したところ、
「丑の日に『う』の字
がつく物を食べると夏負けしない」という民間に
伝わる話をヒントに、
「本日、土用丑の日」と書い
た張り紙を出して商売したところ大繁盛したのだ
そうです。つまり売上対策だった訳ですが、うな
ぎは栄養的にも優れていますから、夏バテ予防に
是非食べたい食材の一つです。
さて、先週は恒例により第 3Ｇのうち 3 クラブ
を表敬訪問してまいりました。大宮南ＲＣは会員
が 37 名で、訪問した日はイブニング例会の試み
の日（第二例会のみ）でありました。プログラム
は各委員会の年間計画の説明がなされました。
大宮ＲＣは会員 53 名で、まず 4 つのテストに

深

昌治

■例会日 毎週火曜日
■例会場 ラフレさいたま ５階
■点 鐘 １２：３０（第１・２・３）
１８：３０（第４・５）
■事務局
さいたま市中央区下落合
4-14-14-2F

2011 年 ８月 ２日(火)第 33７回
■点 鐘
1２時 30 分
■例会場
ラフレさいたま
■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト
■プログラム主題 クラブフォーラム

絆 を

週報委員長/秋本

め よ う

」

メロディをつけて唱和するところから始まり
ます。例会プログラムは各委員長の挨拶の後、
久世パストガバナーによる卓話がありました。
内容は「3 つの大震災、義援金使途に学ぶロー
タリーらしい支援のあり方」についてでありま
した。又、新入会員 1 名の入会式も執り行われ
ました。
大宮シティＲＣは会員 63 名で、例会プログ
ラムの中で特に財団ボックスの推進について
の説明があり、その後で青少年交換による帰国
報告、こちらも新入会員 1 名の入会式が執り行
われました。
大宮ＲＣと大宮シティＲＣは、例会前に会員
同士一人ひとりが握手を交わし合うというこ
とを行っており、とても清々しく良い習慣だな
と感じました。
3 クラブそれぞれ伝統や歴史や会員規模も
異なりますが、さまざまな例会スタイルを拝見
できたことは大変参考になりました。
さて、本日の例会は、先週出来なかった各委
員会の年間計画についての協議および年間プ
ログラムについての内容となっております。
本日もよろしくお願いいたします。

ゲ ス ト 紹 介
さいたま中央ロータリークラブ
会 長

河邉 壽郎様
副会長

近藤 登志夫様
幹 事

井 原

正様

さいたま中央ＲＣ会長、幹事、副会長でご挨
拶に参りました。私は８年前になりますか、貴

ます。何と言っても“なでしこジャパン”世界一おめ
でとうございます。浦和レッズレディースより、熊
谷・山郷・矢野、そして元レディース安藤選手を送り
出し、大変な誇りです。トップチームもあの粘り強さ
を見習って欲しいと思います。それにしても森初代監
督の逝去は残念です。ご冥福をお祈りします。
◆片山 金次郎会員
さいたま中央ＲＣの河邉会長、井原幹事、近藤副会
長、お揃いでようこそいらっしゃいました。今年度も
よろしくお願いします。又、住吉さん入会おめでとう
ございます。沈さん入会おめでとうございます。これ
幹 事 報 告
から仲間として楽しくやっていきましょう。
◇小池 智修会員
●地区事務所より
7/16(土)朝４時に会社出発です。一路みちのくを
・地区大会 東日本震災支援並びにポリオ撲滅
石巻まで５時間３０分。市役所へ義援金を届けに訪問
です。それから朝食を３０名で地元の結婚式場でとり、
記念チャリティーゴルフコンペのご案内
石巻の渡波地区へ視察に行きました。大学時代の友人
日にち：平成２３年１０月 ３日（月）
が歯科医院を開いていたので訪問しましたが、跡形も
場 所：プレステージカントリークラブ
なく流されていました。悲劇のあまり胸にこみ上げる
●第３・４Ｇ合同名簿を作成致します。回覧し
思いで見ました。あの光景を見て本当に復興できるか
ますので変更等ご確認ください。
どうか疑問でした。さいたま中央ＲＣ会長・副会長・
幹事の皆様、ようこそいらっしゃいました。今後とも
よろしくお願いいたします。
クラブ協議会
◆田中 修会員
さいたま中央ＲＣ河邉会長、井原幹事、近藤副会長
各部門委員長、小委員会委員長より今年度事業計
様、ようこそいらっしゃいました。一年間の活躍をお
画を発表していただきました。
祈りいたします。
◇内藤 憲会員
本日もよろしくお願いします。
◆中村 芳彦会員
ス マ イ ル ＢＯＸ
さいたま中央ＲＣの河邉会長、井原幹事、近藤副会
長、ようこそいらっしゃいました。台風が近づいてい
■河邉 壽郎様（さいたま中央ＲＣ会長）
さいたま欅クラブの皆様、本日はお世話になります。 ますが、また大きな災害にならなければいいですね。
本日もよろしくお願いいたします。住吉様、沈様、入
■近藤 登志夫様（さいたま中央ＲＣ副会長）
会おめでとうございます。
お世話になります。
◇野原
哲夫会員
■井原 正様（さいたま中央 RC 幹事）
なでしこジャパン、
世界一おめでとう！優勝までに
本日はご挨拶に伺いました。１年間よろしくお願い
は、変革と継続の繰り返しだったようです。我がクラ
いたします。
ブも変革と継続でより活性化あるクラブにしましょ
◆寺沢 良治会員
う。
本日はお客様としてさいたま中央ＲＣ会長河邉様、
◆本多
正和会員
幹事の井原様、会長エレクトの近藤様、ようこそ。ご
さいたま中央ＲＣ河邉会長、
井原幹事、近藤副会長、
訪問いただきありがとうございます。今後ともよろし
ようこそお越し下さいました。なでしこジャパン、世
くお願いします。
界一すごかったですね。本日もよろしくお願いいたし
◇井上 博明会員
ます。
本日もお世話になります。お客様、ようこそいらっ
◇三上
等会員
しゃいました。よろしくお願いいたします。野原パス
本日もよろしくお願いします。
ト会長、幹事祝いに名刺入れのプレゼントありがとう
ございます。
7/19 21,000 円 累計 89,000 円
◆井上 久雄会員
さいたま中央ＲＣ河邉会長、近藤副会長、井原幹事
の皆さん、ようこそお出で下さいました。河辺年度が
素晴らしい一年であることをお祈りすると共に、当ク
出 席 報 告
ラブに対しましてご指導とご支援の程よろしくお願
いいたします。本日もよろしくお願いいたします。
月日
会員総数
出席
欠席
出席率
◇内木 滋郎会員
さいたま中央ＲＣ河邉会長、幹事を始め皆様ようこ
7/19
21
18
3
85.71％
そお越し下さいました。今年もよろしくお願いいたし

クラブ創立の時にいろいろとお手伝いさせてい
ただいたことを懐かしく思います。当クラブは
前年度 45 周年を迎えましたが、この一年はこ
れまでに培われたクラブの伝統を守り、学び、
ロータリーを楽しめるクラブにしていきたいと思
っております。どうぞよろしくお願い申し上げま
す。

