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次週の例会

今週の例会

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

「

良治

第３５５回例会

幹事/井上 博明

201２年 1 月１０日(火)第 3５７回
■点 鐘
1８時０0 分
■例会場
大宮 甲羅本店
■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」
■プログラム主題 新年例会

絆 を

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

」

その２ 江戸城での刃傷沙汰の後、吉良上野介の
屋敷が幕府の命により江戸城内呉服橋御門内から
本所へ移されました。この不可解な行動は、幕府が
わざわざ仇討させやすいよう警備の手薄な本所へ
移させたのではないか、などという憶測もされてい
るようです。

会 長 挨 拶
皆さん こんにちは。
本日の例会は年次総会例会です。早いもので、今年
の例会は、本日と二十日のクリスマス家族会を残す
のみとなりました。
私の年度も約半分が過ぎたわけですが、この間皆
様のご協力のお陰で、例会・各事業も順調に充実し
た活動が出来たものと感じております。クラブテー
マ「絆を深めよう」をスローガンとして、会員全員
で諸活動に取り組んできました。今年度の重点事項
として、①例会の充実と出席率の向上 ②会員増強
3 名 ③社会奉仕事業活動の充実 ④青少年交換
留学生支援等を目標としております。後半も引き続
き皆様のご協力を得てクラブ活性化の為にご協力
をお願いたします。
さて、明日 12 月 14 日は皆さんご存知、赤穂浪
士討ち入りの日です。今日は討ち入りにまつわる興
味深い話を 4 つご紹介します。

その４ 浪士たち 46 名は討ち入りの翌年 2 月に
全員切腹、浪士たちの遺児も遠島などの処分になり
ました。しかしその 6 年後、将軍綱吉が亡くなり
6 代将軍家宣の就任に伴う恩赦が行われました。屋
敷召し上げの上、広島浅野藩お預けになっていた浅
野内匠頭の息子である浅野大学の処分は解かれ、浪
士たちの遺児の遠島も解除されました。そして
1710 年（宝永 7 年）9 月、浅野大学は安房の国
で 500 石の旗本に取り立てられ、大石内蔵助の三
男の大三郎は広島浅野家に召し抱えられています。
この大石大三郎の子孫、現在は内蔵助から数えて
11 代目の直系の子孫は大石雪絵さんといって、演
歌歌手をされているそうです。どんな歌を出してお
られるのか調べてみたいと思います。
それでは本日もよろしくお願いいたします。

委 員 会 報 告
●米山記念奨学委員会

表 彰

その１ 赤穂浪士は一般的に四十七士と呼ばれて
おりますが、浪士の一人 寺坂吉右衛門は討ち入り
に参加するも、泉岳寺に引き揚げる途中で姿を消し
て切腹をまぬがれ、83 歳まで生きたそうです。姿
を消した理由は定かではありませんが、彼だけ武士
ではなく足軽の身分だったため、大石内蔵助が逃
がしてやったという説があります。

その 3 討ち入りの日、ＴＶや映画ではそろいの
羽織を着ていますが、実際には怪しまれないように
ばらばらの衣装で各々が吉良邸をめざしました。た
だし内蔵助ら数人は本当に火消装束を着ていたよ
うです。これは夜中に町を歩いていて見咎められた
時に「火の用心の夜回りである」と答える為であっ
たと言われています。

功労者（１）
秋本 昌治会員
マルチプル（４）
小池 智修会員
中山祐太郎会員

年 次 総 会
１、会長より総会定足数を満たしている報告
２、決議
①中山会長エレクトの病気治療により空席とな
った次年度会長は、指名委員会で井上博明会
員を推薦。井上（博）会員より副会長・幹事
他、次年度役員・理事の推薦があり、次年度
の決議を図ったところ全会一致で承認され
た。
②次々年度について、定款細則に基づき、１ヶ
月前に告示し、告示期間内に立候補者がなく
指名委員会を開催した結果、次々年度会長 井
上久雄会員が推薦され、決議を図ったところ
全会一致で承認された。

スマイル BOX
◆寺沢 良治会員
本日は年次総会です。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。
◆内木 滋郎会員
武蔵国一の宮 大宮氷川神社の酉の市、浦和調
神社の酉の市（十二日町）も過ぎて、今年も残り
少なくなりました。元気に越年し来年こそ良い年
にしたいものです。
◇片山 金次郎会員
寒い日が続くようになりました。昨晩は内木様
にすっかりご馳走になりありがとうございまし
た。浦和レッズの監督が西野氏に断られまだ決ま
っておりません。しかし我がクラブ欅ロータリー
クラブは、本日総会でめでたく決まりそうです。
皆で協力し合って、年々いいクラブにしましょ
う。来週はクリスマス例会、奥様同伴で参加して
下さい。お願いします。
◆小池 智修会員
浅田真央ちゃんのお母様が亡くなったそうで
す。カナダから急遽帰国して成田に着いたらメー
ルに「お母さんは頑張れなかった」とあったそう
です。そのテレビを見て涙が出てきました。年寄
りはいつまでも長生きするのに若いお母様が早
く逝ってしまうなんて理不尽ですね。なんとかし
ないと若い人が将来困りますよ。
◇沈 輔國会員
本日もよろしくお願いします。
◆住吉 望会員
未曾有の災害の中、命拾いをしました。先ずは
糸を半分出して絆を結べるように過ごしていき
ます。初めての総会出席で楽しみです。議長、お
疲れ様です。
◇田中 修会員
本日は年次総会です。よろしく。

◆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
初めての総会です。よろしくお願い致します。
◇野原 哲夫会員
本日は年次総会です。次年度、次々年度の会
長が決まりますが、会員全員で協力し活性化あ
るクラブにしましょう。片山さん、お疲れ様で
す。
◆東野 良彦会員
本日もよろしくお願いします。不養生で風邪
をひきました。皆様もお気を付け下さい。
◇本多 正和会員
本日は年次総会です。次年度会長、次年度幹
事、がんばって下さい。本日もよろしくお願い
いたします。
◆三上 等会員
本日もよろしくお願いします。
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18,000 円

累計 386,000 円

出 席 報 告
月日
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会員総数

出席

欠席

出席率

22

19

3

86.36％

「被災地新規高卒予定者の
就職面接会実施について」
井上 博明
平成 23 年 12 月 2 日（金）午後 1 時から郡山
市の看護研修センターみらいホールにおいて、福
島県、宮城県、岩手県の被災 3 県の新規高卒予定
者を対象とした就職面接会が開催された。
これは私たちの国際ロータリー第 2770 地区が
埼玉労働局と連携して企画したもので、第 2770
地区が加盟する会員事業所を主力とし、福島県の
国際ロータリー第 2530 地区からの会員事業所と
合わせ３５社と福島事業所 5 社 計 40 社が介護、
販売、サービス、労務管理など 84 名の支援求人
を行ったもの。なお、第 2770 地区から寄せられ
た義援金を基に就職者へは支度金を設けており、
一人当たり上限 15 万円を贈呈する。希望企業ブ
ースへの応募書類を提出した生徒たちと、求人希
望企業側との真剣なそして温かい面接が行われ
た。

