平成 23 年 1２月
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会長/寺沢

クラブテーマ

次週の例会

今週の例会

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

「

良治

６日

第３５４回例会

幹事/井上 博明

2011 年 1２月２０日(火)第 3５６回
■点 鐘
1８時０0 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 クリスマス家族会

絆 を

会 長 挨 拶
皆さん、こんにちは。
本日は 12 月最初の例会です。ここ数日、冬将軍
の到来でめっきり寒くなりました。皆さん風邪など
ひかぬよう、お互い健康管理に気をつけましょう。
今日の例会は青少年交換のアスタさんから、日本で
の今までの 3 ヶ月間の生活及び体験等の近況報告
があります。楽しみにして下さい。
さて、最近では時代劇がＴＶから消えてしまい時
代劇ファンにとってはさびしい限りです。昔は実に
たくさんの時代劇が放映されていました。今はＢＳ
チャンネルで再放送されている番組もあるようで
すが、唯一地デジのゴールデンタイムで放送されて
いるのが「水戸黄門」です。この「水戸黄門」、42
年間 43 部作も続いたそうですが、残念ながら今月
19 日が最終回となります。このドラマの主人公で
ある徳川光圀公は、1628 年（寛永 5 年）
、水戸藩
初代藩主である徳川頼房公の三男として側室お久
の方から生まれました。ちなみに、この徳川頼房公
は父である徳川家康の 11 男として側室お万の方
（養珠院）から生まれています。つまり光圀は家康
の孫になるわけです。そして、光圀の光という字は、
当時の三代将軍である徳川家光公から一文字いた
だいて名乗るようになったそうです。
光圀公は名君の誉れ高く、34 歳で藩主となって
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■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

」

からは民政に力を注ぎ、様々な善政を施し数々の大
事業を行いました。特に、全国から優れた学者を集
め「大日本史」の編纂に努めたことは有名ですが、
その資料収集のために学者を日本各地へ派遣した
ことから、水戸黄門漫遊記の物語が生まれたとも言
われています。ＴＶドラマでは、42 年間で地球を
２周と 3/4 周もの距離を歩いたことになるそうで
すが、史実によれば、光圀自身はせいぜい鎌倉まで、
また、江戸と国元の往復ぐらいしか出掛けていない
ようです。
光圀公は 62 歳で家督を譲り、翌年から西山荘で
悠々自適の生活を送りましたが、1700 年（元禄
１３年）の今日１２月６日、７２歳の生涯を終えて
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】
青少年交換留学生
アスタさん

幹 事 報 告
●役員・理事会を開催いたしました。
●地区事務所より
①2013～14 年度派遣 ロータリー財団奨学生
募集の案内
②2014～15 年度ガバナー・ノミニー候補者の
推薦の案内
●国際ロータリー理事指名委員会の報告
●川口西ＲＣより、
「ロータリー ベタギ ユニオ
ン ハイスクール支援の会」発足のご案内
●一般財団法人比国育英会バギオ基金への寄付の
お願い

●ロータリー財団委員会

表 彰

ベネファクター（1）
寺沢 良治会員

卓

話

青少年交換留学生のアスタさんより、来日してか
らのこれまでの生活等お話していただきました。写
真の紹介もあり、アシスタントの野原委員長とのト
ークショーとなりました。

スマイル BOX

お変わりございませんか？私は今朝起きてから
洗濯を済ませベランダに干そうと思ったら急に
雲行きが悪くなって、又部屋に戻してから朝ご
はん、シャワーを浴びて風呂の掃除、家の中を
コロコロしてマッサージ器に乗りハングルドラ
マをＢＳで見て１０：３０に着替えて玄関を出
ました。後、５年の余生をこの様に生活するの
がつまらなく思えてまた変な気になりそうで
す。
（うつ）一年の間に何回か来るうつに悩まさ
れています。今日は例会終わってからマッサー
ジに行きます。なぜなら明日はゴルフです。
◆沈 輔國会員
本日もよろしくお願いします。アスタさん、
卓話頑張って下さい。
◇住吉 望会員
祝・浦和レッズ。ディビジョン１残留決定！
最終戦の社長スピーチ、大ブーイングが恒例に
ならぬよう来季は上位へ…経済戦争も生き残り
をかけて頑張ります。
◆田中 修会員
久しぶりです。規則正しい生活を送ることが
当たり前、なかなか難しいですね(^_^;)
◇陳 麗瓊会員
本日もよろしくお願いします。
◆内藤 憲会員
本日もよろしくお願い致します。
◇中村 芳彦会員
先日東京に行った時、紅葉が始まっていまし
たね。埼玉と都内は気温が違いますね。驚き！
アスタさん卓話楽しみです。本日もよろしくお
願い致します。
◆野原 哲夫会員
青少年交換委員会担当の卓話です。アスタと
トークショーを行います。
◇東野 良彦会員
いよいよ師走ですね。本日もよろしくお願い
します。
◆本多 正和会員
今日は大変寒いですね。アスタさん、卓話よ
ろしくお願致します。
◇三上 等会員
12/4（日）の RYLA 事前研修第 1 回に参加
の研修生を登録頂きました野原会員、住吉会員
ありがとうございました。本日もよろしくお願
いします。

◆寺沢 良治会員
早いものでもう１２月です。めっきり寒くな
りましたが、お互いに風邪などひかないよう気
をつけましょう。本日はアスタさんの近況レポ
ートがあります。楽しみです。よろしくお願い
します。
◇井上 博明会員
本日もよろしくお願い致します。12/2 福島県
郡山看護研修センターみらいホールで被災地新
規高等学校卒業予定者就職面接会に‟欅ＲＣ（株）
井上建築事務所”として行って参りました。
◆秋本 昌治会員
日米開戦７０年 「聯合艦隊司令長官山本五十
六－太平洋戦争７０年目の真実－」が２３日より
上映されます。
◇井上 久雄会員
アスタちゃん元気ですか。今日のスピーチ緊張
しないでリラックス！リラックス！風邪を引か
ずに頑張って下さい。本日もよろしく。
◆内木 滋郎会員
アスタさん、本日は例会卓話ご苦労様です。楽
しみにしております。来年は辰年、武蔵国一の宮
氷川女体神社にてカウントダウンが開催されま
す。皆様のご参加、ご協力よろしくお願いします。
◇片山 金次郎会員
早いもので師走に入り、何かせわしなくなりま
した。12/20 はクリスマス例会です。親睦委員
会では皆様に楽しんでいただけるよう現在企画
中です。奥様同伴で開催しますので多勢の皆様の 12/6 24,000 円 累計 368,000 円
ご参加をお願いします。新年会は１月１０日の予
定です。
◆清宮 義雄会員
出 席 報 告
皆様、こんにちは。大変ご無沙汰いたして申し
訳ございません。今後ともよろしくお願いたしま
月日
会員総数 出席
欠席
出席率
す。
◇小池 智修会員
12/ 6
22
18
4
86.36％
皆様、こんにちは。久しぶりの例会出席です。

