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今週の例会

今週の例会

2011 年 ８ 月 ９日(火)第 33８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 奉仕プロジェクト

「

良治

８月 ２日 第３３７回例会 ＮＯ．２５７発行

幹事/井上 博明

2011 年 ８月２３日(火)第 33９回
■点 鐘
1８時 30 分
■例会場
料亭 玉家
■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」
■プログラム主題 納涼例会
入会歓迎会

絆 を

会 長 挨 拶
皆さん、こんにちは。
さて、早いもので昨日から夏本番の８月が始ま
りました。８月は東北地方でさまざまな夏祭りが
開催されます。その中でも有名なのが、東北６大
祭りと呼ばれるものです。
青森県のねぶた祭り、岩手県の盛岡さんさ踊り、
宮城県の仙台七夕まつり、秋田県の竿灯まつり、
山形県の花笠まつり、福島県のわらじまつりなど
です。祭りには穢れ（けがれ）を川や海に流す禊
（みそぎ）の行事であったり、災いが退散した喜
びを踊ることであったり、真夏の病魔や邪気を祓
う、あるいは五穀豊穣を願ったり、また、伝統を
守り郷土意識の高揚を表現するものであります。
しかし、近年、これらの祭りは徐々に飾り付けが
巨大化し、観光開発とＰＲを目的としたものに変
わりつつあります。
３月１１日以降元気を失ってしまった東北です
が、８月の祭りを契機にたくさんの観光客を呼び
込んで、少しでも元気を取り戻して頂きたいと願
っています。
さて、今月は会員増強月間です。去る７月２日
に地区会員増強セミナーが開催されました。その
中で地区中村諮問委員から紹介されたお話があり
ます。それは、12～13 年度国際ＲＩ会長 田中

深

週報委員長/秋本

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

め よ う

」

氏が今年のニューオリンズ国際大会において演
説したものです。その内容は、
「共に行動する仲
間を求めよう」、「力強いクラブを作ることは、
ロータリアン全員の責任である」というもので
す。お手元の文章を後でよくお読み戴きたいと
思います。
青少年交換派遣生の北浦智恵さんが本日例会
に出席しております。北浦さんは８月５日にデ
ンマークへ出発いたします。そこで、出発前の
ご挨拶をしてもらいます。
本日の例会は、クラブフォーラムで会員増強
について皆さん活発な意見交換をしていただき
たいと思いますので、よろしくお願いいたしま
す。

ゲ ス ト 紹 介
青少年交換派遣生

北浦 智恵様 と お母様

終業式の日に先生方や友人に私の卒業式をし
てもらい、いよいよデンマークへ旅立つんだと実感
し、今、出発まで残り３日となり、緊張もありますが
気持ちが高まっております。
一年間充実させることが出来るよう一生懸命頑
張って来たいと思います。

幹 事 報 告
●第２回役員・理事会を開催いたしました。
●地区事務所より
・管理運営部門セミナー開催のご案内

日時：９月２４日（土）点鐘 13：30
場所：さいたま共済会館６階

◇住吉 望会員
先日の例会後には先輩諸兄に大変お世話になり
ありがとうございました。このクラブ入会にあたり
お声をかけていただきました本多さんがいらっし
ゃらなかったのはとても残念でなりません。今後と
委員会報告
も宜しくお願いいたします。
◆田中 修会員
●国際奉仕委員会
北浦さん、デンマーク青少年交換楽しんできて下
蔚山第一ＲＣ来日歓迎の決算報告無事終わりま
さい。
した。皆様のご協力ありがとうございました。
◇内藤 憲会員
●青少年交換委員会
本日もよろしくお願いします。北浦さん、健康に
青少年交換 の日程
注意して頑張って勉強してきて下さい。
≪派遣≫ 北浦智恵さん 出発
◆中村 芳彦会員
８月５日（金） 成田発 11：40
何とか高校野球で県代表が頑張ってくれるとう
≪受入≫ アスタさん 到着
れしいですね。また、天候があまり良くないので蒸
８月６日（土） 成田着 ７：40
し蒸ししてビールの味がスキットしませんねぇ～
本日もよろしくお願いいたします。
◇野原 哲夫会員
青少年交換派遣・受入事業が本格的に始まります。
クラブフォーラム
この事業の良さを理解され、会員皆様のご協力をお
内藤会員増強維持委員長より、他クラブの増強
願いします。
事例報告の後、目標達成への取り組みなど意見交 ◆東野 良彦会員
換を行いました。
本日もよろしくお願いします。７月２９日の豪雨
今年度、増強目標３名！！
で、新発田の友人の家も床下ながら水が出たそうで
す。被災３県もさぞかしと思いやられました。
◇本多 正和会員
北浦さん、デンマークで楽しんできて下さい。本
ス マ イ ル ＢＯＸ
日もよろしくお願いいたします。
◆寺沢 良治会員
◆三上 等会員
本日もよろしくお願いします。例会に北浦智恵さ
７月３０日の新世代部門セミナーに寺沢会長、井
んが出席しております。挨拶があります。一年間、
上幹事、野原新世代委員長、ご参加ありがとうござ
元気で頑張ってきて下さい。
いました。無事終了させていただきました。昨日は
◇井上 博明会員
大宮のお祭りで、宮町の御輿を担ぎました。非常に
本日もよろしくお願いいたします。
気持ちが良かったですよ。
◆井上 久雄会員
8/ 2 22,000 円 累計 122,000 円
野原直前ガバナー補佐、片山直前会長、八戸では
大変お世話になりました。想像していた以上の山車
に感激いたしました。素晴らしい企画ありがとうご
ざいました。青少年交換派遣生の北浦智恵さん、一
出 席 報 告
年間の留学生活頑張って下さい。来年再会すること
月日
会員総数
出席
欠席
出席率
を楽しみにしております。
◇内木 滋郎会員
8/2
21
18
3
85.71％
北浦さん、デンマーク留学頑張ってきて下さい。
くれぐれも体には気をつけて！
◆片山 金次郎会員
青少年派遣生の北浦智恵さん、お元気ですか。
♬自衛隊の音楽隊による屋外コンサート♫
8/５の出発、間近かになりました。デンマークは
in さいたまスーパーアリーナけやき広場
寒い国ですので体調に気を付け、立派な人間に成長
してきて下さい。
日にち
演奏部隊
◇小池 智修会員
8 月 23 日 陸上自衛隊第１２音楽隊
北浦さん、コペンハーゲンへ行ったら一生懸命勉
9 月 6 日 航空自衛隊航空中央音楽隊
強と遊びに励んで下さい。お母様、心配でしょう。
9 月 13 日 陸上自衛隊東部方面音楽隊
来年会える日を楽しみにして下さい。
9 月 27 日 海上自衛隊東京音楽隊
◆沈 輔國会員
10 月 11 日 在日米陸軍軍楽隊
こんにちは。今日も新しいことを吸収して帰りた
演奏時間 ：１２時１０分～１２時５０分
いと思います。よろしくお願いします。
＊震災以降、埼玉県を中心に活動しております。

