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次週の例会

今週の例会

201２年 ３月２７日(火)第 3６７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 卓話

「

良治

３月１３日

第３６６回例会

幹事/井上 博明

201２年 ４月 ３日(火)第 3６８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 ＰＥＴＳ報告
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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

」

新健康セルフチェック」という小冊子を用意いたしま
した。私から皆さんへプレゼントいたします。これで
ぜひご自分の健康チェックをしてみて下さい。
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』
地区研修リーダー /
ＰＤＧ（2004-05）
北 清治様

会 長 挨 拶
皆さん、こんばんは。
今夜の例会は、お客様として地区研修リーダーでパ
ストガバナーの北清治様をお迎えしております。この
後卓話をいただきますので、よろしくお願い致します。
先週開催されたＩＭに出席された会員の皆様、ご苦
労様でした。また、第一部の研修内容につきまして後
ほどお話させていただきたいと思います。
そして、今月は識字率向上月間です。識字率の向上
は 1986 年以来、国際ロータリーの強調事項です。識
字率を向上させることにより、貧困からの脱出や保健
衛生の改善を図ります。
さて 3 月ともなれば季節は春ですが、季節の変わり
目は日ごとに気温が変化するので体調を維持するのが
大変です。特に一定の年齢を超えますと、朝方のトイ
レや風呂場など、血圧が急激に変化するような場所で
体調不良を起こすことがよくありますので注意が必要
です。私も普段からあちらこちらの医者に通っており
ますが、一年に一度くらいは全身的な検査をしようと
いうことで、毎年 3 月か 4 月に人間ドックを受診して
います。最近では脳の認知機能やホルモンバランスな
どの加齢に伴い衰弱する傾向にある項目を重点的に検
査するアンチエイジングドックもあるそうです。日本
では、人間ドックは医療保険の対象ではありませんが
加入している健康組合によって一部補助金の出るとこ
ろもあります。自分の為、家族の為、人間ドックを受
診することをお勧めいたします。今日は、聖路加国際
病院理事長 日野原重明医師監修の「生活習慣業を防ぐ

青少年交換留学生
アスタさん
＊ 広島・京都ツアーに参加し
た感想を話してくれました。

幹 事 報 告
●第 9 回役員理事会を開催いたしました。
●地区事務所より
・当地区復興支援活動が埼玉新聞に掲載され
ました。
・第 12 期ロータリー平和フェロー募集要項
●次年度より
地区協議会開催のお知らせ
日にち 2012 年 4 月 17 日（火）
場 所 大宮ソニックシティ

卓

話

「誇り意識と魅力的なクラブ」
北

清 冶様

・会員がクラブに愛着を持てる状況にある。
・クラブのリーダーを、メンバーがきちんと評価でき

る状況にある。
・クラブの活動に、出来るだけ参加している状況にあ
る。
・クラブの全体が、まとまりのある状況にある。
ロータリー・クラブに魅力があり、ロータリアンであるこ
とが誇りに思える状況を作り上げることによって、より良
いクラブの将来展望が開けます。
また、新会員に対して情報提供が不十分であったとい
う現実の反省から、情報提供を含めて如何にして誇り
意識を醸成するかということがクラブの将来を担う課題
であることも明らかになっております。
この様な背景と現実をわきまえてロータリー価値観の
伝承が効果的な手法によって実践されることが急務で
あります。
いかにして新会員を惹きつけるかについて話すことに
時間を費やすよりも、クラブの充実に費やしたほうが遥
かに効果的であります。何故ならロータリーは、適切に
機能していれば、現会員を維持し、新会員を惹きつける
に十分な魅力を備えているからであります。
それには、クラブの管理運営をしっかりと効果的に行
うこと。会費に十分見合う価値を提供すること。意欲を
奮起するような有益で実りの多い数々のプロジェクトを
地元地域は勿論のこと、海外においても実施すること
であります。
「地域社会におけるロータリーの評価は私たちの双肩
にかかっています。何故ならこれらの理念は、魅力的
なクラブを創る唯一の源泉であり、結果として質の高い
新会員を入会させることができるという意義深い発展を
期待できるからであります。」
私は「量のある質」素晴らしいロータリアンが沢山いる
クラブを夢見ています。即ち、クラブの親睦は奉仕の精
神に溢れた環境にあり、一層活性化するために、経験
豊かな会員と新しい会員の健全な交流が実践されてい
ることであります。
1912 年ポール・ハリスは次のように書いています。あ
る人物のビジネスはその人の人となりの最善かつ最も
真実なる表現であるというのがロータリアンの考えであ
る。事業生活が潔癖であれば、社会生活もそうである
可能性が高い。ロータリー・クラブの会員の人格は高い
水準に維持されなければならない。ロータリー・クラブ
の会員からあなたの友人や私の友人が生まれるからで
ある。
私にとってのロータリーは

「自分づくり、ひとづくり 学びと実践の場」

ス マ イ ル BOX
◆寺沢 良治会員
本日はお寒い中、地区研修リーダー・パストガバ
ナーの北清治様、ようこそおいで下さいました。卓
話、よろしくお願い申し上げます。
◇井上 博明会員
皆様、本日もよろしくお願い致します。地区研修
リーダー・パストガバナーの北清治様、卓話よろし

くお願い致します。
◆内木 滋郎会員
国際ロータリー第 2770 地区 パストガバナー様に
は、大変ご多用のところお差繰を頂き、本日の例会卓
話誠に有難うございます。よろしくお願い致します。
◇片山 金次郎会員
本日は北パストガバナーにはお忙しいところ卓話
をしていただき感謝申し上げます。桜の花も今か今か
と咲くのを待っているようで早く暖かくなってもら
いたいものです。体調には皆様気をつけましょう。
◆小池 智修会員
北パストガバナーようこそお出で下さいました。
当クラブ創立以来公私共にお世話になりました。今
日の卓話楽しみにしていました。今後ともよろしく
ご指導お願い致します。
◇住吉 望会員
北先輩、ようこそお越し下さいました。20 数年
前ご講演を頂いて以来です。学ばせて頂きます。
◆田中 修会員
北清治パストガバナー様、本日は卓話ありがとう
ございます。
◇陳 麗瓊会員
先日お誕生日祝いして下さった皆様、本当にあり
がとうございます。片山様、ケーキとってもおいし
かったです。ありがとうございました。本日もよろ
しくお願いします。
◆内藤 憲会員
本日は地区研修リーダー北様、御多忙のところ卓
話をありがとうございます。
◇中村 芳彦会員
こんばんは。早く来すぎて 2Ｆでコーヒーを飲み
過ぎ少々胸やけです。北清治様、ようこそいらっし
ゃいました。今日の卓話、楽しく勉強させていただ
きます。
◆野原 哲夫会員
税務の超繁忙期も先が見えてきました。北パスト
ガバナー「誇り意識と魅力的なクラブ」の卓話楽し
みにしています。
◇東野 良彦会員
北様、ようこそお越し下さいました。卓話楽しみ
にしております。この一週間、3/11 の番組が多か
ったですが、上を向いてゆけるようにしたいです。
◆本多 正和会員
本日は大変お忙しい中、北清治様ようこそお越し
下さいました。卓話よろしくお願い致します。
◇三上 等会員
本日はＲＩ2770 地区 北清治パストガバナーよ
うこそいらっしゃいました。卓話よろしくお願いし
ます。

3/13 18,000 円
累計 533 ,000 円
（＊2/28 新会員歓迎会 14,000 円 ）

出 席 報 告
月日
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3/13
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4

81.82％

