平成 2４年

ＲＩテーマ

会長/寺沢

クラブテーマ

次週の例会

今週の例会

201２年 １月 24 日(火)第 3５９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 外部卓話
地区ロータリー財団委員長 岩渕 均様

「

良治

1 月１７日

第３５８回例会

幹事/井上 博明

201２年 1 月３１日(火)第 3６０回
■点 鐘
■例会場
各活動場所
■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」
■プログラム主題 野外活動

絆 を

会 長 挨 拶
皆さん こんにちは。
先週から寒い日が続いております。日中は多少暖か
くなりますが、皆さん体調管理には十分に気をつけ
ましょう。
本日の例会は、新年早々当クラブにとって嬉しい
新会員「都築久美さん」の入会式を行います。皆さ
んよろしくお願いします。
さて、１７年前の今日１月１７日は、阪神・淡路
大震災が起きた日です。淡路島北端を震源とする兵
庫県南部地震が発生しました。まさかこれ以上の地
震による災害が起こるとは想像もしなかったわけで
すが、災難は忘れた頃にやって来ると言われます。
油断することなく日頃の備えを怠らないことが大事
です。
話は変わりますが、ＮＨＫ大河ドラマ「平清盛」
が始まりました。いわゆる歴史ドラマの主人公とい
えば織田信長が活躍する戦国時代１５００年代以降
に馴染みがあるのですが、これはそれより４００年
も前、平安時代末期の話です。
「平清盛」は出生から
して謎の多い人物です。伊勢平氏の棟梁・平忠盛の
嫡子とされていますが、生母は不明です。忠盛の妻
が白川法皇の子を懐妊したという説、法皇の寵

深

め よ う
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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

」

愛を受けた祇園女御が母親であるという説、祇園
女御の妹が母であり、母の死後に姉が猶子として
養育したという説もあります。いずれにしても、
武士の出であるにも関わらず後に太政大臣に任命
されたことから、実父は白川法皇であるという説
が有力です。清盛は保元の乱、平治の乱で勝利者
となり、娘の徳子が生んだ安徳天皇を擁し政治の
実権を握ります。平氏にあらずんば人にあらずと
言われる時代を築きますが、反面、多くの反平氏
勢力を生み出すことになります。清盛は 1181 年
享年 64 歳マラリヤによる熱病で亡くなったとさ
れていますが、それから 4 年後、1185 年壇ノ浦
の戦いに敗れ平氏は滅亡します。まだ物語は始ま
ったばかりです。どうか興味のある方はドラマを
ご覧になってください。
さて、1 月はロータリーでは「ロータリー理解
推進月間」です。次週例会では、地区ロータリー
財団委員長 パストガバナー 岩渕均様より卓話を
頂くことになっております。この機会にぜひロー
タリーの更なる理解を深めて下さい。
なお、この後上半期の事業報告がありますので
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

幹 事 報 告
●地区より
①インターアクト事業への御礼とご報告
②バンコク国際大会日本人親善朝食会についての
ご案内
③ロータリーカードクラブ担当責任者の登録願い
●次年度より 2012～2013 年度ＲＩテーマが
発表されました…『奉仕を通じて平和を』
●米山記念奨学会より、下期普通寄付金のお願い
●国際基督教大学東ヶ崎潔記念ダイアログハウスご
献金のお願い

新 入 会 員

●都築

久美会員

【プロフィール】

生年月日
事業所名
業
種
所 在 地

昭和４８年２月２１日
HEART CURE(ﾊｰﾄ ｸｱ)
バンケット業
さいたま市浦和区高砂

クラブ協議会
◎部門委員長及び各小委員会委員長による上期事

業報告を行いました。
◎次年度 理事・役員のご紹介
新役員・理事は以下の通り
会
長
（理事・役員） 井上 博明
会長エレクト/奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門委員長
（理事・役員） 井上 久雄
幹
事
（理事・役員） 中村 芳彦
会
計
（理事・役員） 内木 滋郎
副会長
（理事）
野原 哲夫
ｸﾗﾌﾞ管理部門委員長（理事）
片山金次郎
会員増強部門委員長（理事）
内藤
憲
国際奉仕部門委員長（理事）
小池 智修
新世代委員長
（理事）
三上
等
直前会長
（理事）
寺沢 良治
ＳＡＡ
（役員）
住吉
望

スマイル BOX
◆寺沢 良治会員
都築久美さん、ようこそ。入会していただき
大変嬉しいです。これからよろしくお願いしま
す。
◇井上 博明会員
皆様、本日もよろしくお願い致します。都築
様入会おめでとうございます。今後とも宜しく
お願いします。

◆井上 久雄会員
都築さん、入会おめでとうございます。これ
からのロータリーライフを楽しんで下さい。本
日もよろしくお願い致します。
◇片山 金次郎会員
寒い日が続きます。本日は都築久美様、入会
おめでとうございます。待ち望んでいました。
これからよろしくお願いします。
◆小池 智修会員
お陰様で亡妻の七回忌が 15 日相済ませまし
た。当日も寒く告別式と同じだったです。次回
13 回忌と私の 3 回忌が重なる予定です。その
時は皆様よろしくお願い致します。後 6 年後で
す。その様にならないよう薬をいっぱい飲んで
元気に暮らします。都築久美様、入会おめでと
う。クラブが明るくなりますね。
◇沈 輔國会員
新年会参加できず、残念でした。本日もよろ
しくお願いします。
◆住吉 望会員
くみさん！ようこそ！久美さん！入会おめ
でとうございます。くみさん！今後、共に活動
しましょう！久美さん！
◇内藤 憲会員
新会員の都築様、入会おめでとうございま
す。寒さが一段と厳しくなりましたが、体に気
をつけて、仕事、会員活動を頑張りましょう。
◆中村 芳彦会員
神戸震災から 17 年、早いです。東北震災も
あっと過ぎてしまうのでしょうね。忘れないよ
うにしたいです。都築久美さん、入会おめでと
うございます。これからも仲良くお願いたしま
す。
◇野原 哲夫会員
小池さん、奥様の七回忌の法要お疲れ様でし
た。6 年間も一人で健康で人生を楽しんでいる
姿に感動しています。健康に留意し 13 回忌を
目指して下さい。
◆本多 正和会員
都築さん、入会おめでとうございます。これ
からのロータリー活動楽しくやっていきまし
ょう。本日もよろしくお願い致します。
◇三上 等会員
本日もよろしくお願いします。

1/17

14,000 円

（＊1/10 新年例会

累計 431,000 円

21,000 円

）

出 席 報 告
月日
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72.73％

