平成 23 年 1１月２２日

ＲＩテーマ

会長/寺沢

クラブテーマ

次週の例会

今週の例会

2011 年１２月６日(火)第 3５４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 卓話
青少年交換留学生 アスタさん

「

良治

第３５２回例会

幹事/井上 博明

2011 年 1２月１３日(火)第 3５５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 年次総会

絆 を

会 長 挨 拶
皆さん こんばんは。
本日の例会は外部卓話です。先ほど、埼玉新
聞社 石野栄一様 により「県政よもやま話」
というタイトルで卓話をいただきました。改め
て感謝申し上げます。
さて先週１２（土）～１３日（日）の２日間、
浦和パインズホテル及び春日部市民文化セン
ターにおいて、ＲＩ第２７７０地区大会が開催
されました。来賓としてＲＩ会長代理 南園義
一様がご出席され、ＲＩ会長代理挨拶及びメッ
セージの中で、国際ロータリーのテーマの基本
的考え方、そして更なる活発な奉仕活動の展
開、地区大会の重要性、そして 2012～１３年
度ＲＩ会長 田中作次氏に対する全面的サポー
ト等お話を頂きました。大変に充実した地区大
会で大いに感動いたしました。
本日１１月２２日は「いい夫婦の日」です。
1988 年に財団法人余暇開発センター、現在の
日本生産性本部によって提唱されました。その
後、1988 年に「いい夫婦の日」をすすめる会
が設立され、その翌年から毎年、
「パートナー・
オブ・ザ・イヤー」を有名人等から選出してい
ます。昨年はプロレスラーの佐々木健介・北斗

深
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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

」

晶さん、野村克也・野村沙知代さんご夫妻が選出
され、今年は歌手の高橋ジョージ・三船美佳（三
船敏郎の娘）さんご夫婦が選ばれました。また、
結婚記念日を忘れることがないよう、この日に入
籍するカップルも増えているそうです。
夫婦としての絆を深めるために皆さんはどの
ような努力をされているのでしょうか。長い年月
夫婦をしていると、なかなか思っていることを言
葉に出して言うことが少なくなります。言わなく
てもわかるだろうとか、以心伝心で通じているだ
ろうと思いがちです。これからご紹介する言葉
は、良い夫婦になる為の秘訣としてテレビで聞き
かじった話です。なかなか良い言葉だなと思った
ので、ぜひ紹介させていただきます。
ひとつ、素直な気持ちで
【ありがとう】と言おう
ふたつ、勇気を持って
【ごめんなさい】と言おう
みっつ、照れずに
【愛している】と言おう
しごく当たり前の言葉ですが、日常的に心を込
めて言うことが出来ていれば夫婦円満だと思い
ます。
今日のような記念にお互いプレゼントを贈る
など、夫婦の絆を深めるきっかけにしたら良いの
ではないかと思います。
それでは、本日もよろしくお願い致します。

ゲ ス ト 紹 介
【本日の卓話者】
埼玉新聞社
編集局長

石野 栄一様

幹 事 報 告
●地区事務所より
①日本事務局の東日本震災復興基金寄付の受
入が 2012 年 6 月 30 日まで延長となりま
した。ご協力の検討をお願い致します。
②‟元気になろう日本”プロジェクト事務局と
いう差出人からのメールにはご注意願いま
す。ロータリーとは全く関係のないところ
です。健康サプリメントの購入はしないでく
ださい。
③就職応援プログラム 就職面接会開催のご
案内
日時：平成 23 年 12 月 2 日（金）
午後 1 時～4 時
場所：福島県看護会館 みらい
④タイ洪水被害に対する義援金のお願い
⑤米山記念奨学部門 カウンセラーセミナー
感謝の集い
日時：平成 23 年 12 月 18 日（日）
点鐘 午後 2 時 30 分
会場：ラフレさいたま３階 櫻ホール
＊青少年交換ＢＯＸが地区より届きました。12
月より設置いたしますので皆様のご協力をお
願い致します。

卓

話
埼玉新聞社 編集局 石野栄一様

「県内政界中心に、最近の動向を
ワンフレーズで表せば」
① 衆院選 我慢比べ
政党支持率
国政選挙に向け・・・？
自民党・埼玉衆院小選挙区のあれこれ
② 県政 ポスト上田

◇井上 博明会員
本日夜間例会、よろしくお願いいたします。
石野様、卓話よろしくお願いいたします。
◆井上 久雄会員
埼玉新聞社の石野様、本日の卓話よろしくお
願い致します。
◇内木 滋郎会員
本日の例会、埼玉新聞 石野様、卓話ありが
とうございます。地元の政界のお話し、楽し
みにしております。
◆片山 金次郎会員
本日は埼玉新聞 編集局長 石野様、卓話あり
がとうございます。日に日に寒さが厳しくなっ
てきました。皆様も体調に十分気をつけましょ
う。
◇沈 輔國会員
本日もよろしくお願いします。
◆陳 麗瓊会員
本日もよろしくお願いします。
◇内藤 憲会員
石野様、御多忙のところ、当クラブでの講演
ありがとうございます。本日もよろしくお願い
致します。
◆中村 芳彦会員
石野栄一様、ようこそいらっしゃいました。
本日の卓話楽しみです。よろしくお願い致しま
す。
◇野原 哲夫会員
埼玉新聞編集局 石野様、卓話楽しみにして
います。石野様から依頼された福島県内の学校
の遊具支援については、地区で動いています。
◆東野 良彦会員
石野様、ようこそいらっしゃいました。卓話
楽しみにして参りました。埼玉県はあまり事
件も多くないようなので記事作りのご苦労も
お教え下さい。

11/22

1３,000 円

累計 3４４,000 円

出 席 報 告

県政史上未体験ゾーン
③ さいたま市政
リーダーシップの欠如

月日
11/22

会員総数

出席

欠席

出席率

22

16

6

72.73％

スマイル BOX
◆寺沢 良治会員
冬将軍到来。体調維持に気をつけましょう。
本日のお客様、埼玉新聞社 石野栄一様、卓話よ
ろしくお願いいたします。本日もよろしくお願
いします。

＝ 選挙管理委員会を発足しました ＝
会長エレクトの病気療養に伴い、次年度会長
の立候補を募ります。11 月末締切、立候補者
がでなかった場合は指名委員会を開催いたし
ます。

