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次週の例会

今週の例会

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

「

良治

３月２７日

第３６７回例会

幹事/井上 博明

201２年 ４月１０日(火)第 3６９回
■点 鐘
1８時３0 分
■例会場
新道山家
■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」
■プログラム主題 お花見例会

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

」

花の塩漬けはお祝い事に桜湯にして用いられます。
葉も塩漬けされたものを桜餅や饅頭などの和菓子
に使用します。桜の樹皮は小物入れや茶筒などの細
工物に利用され、咳を鎮める桜皮（おうひ）という
生薬にもなります。桜の木自体は高級なフローリン
グ材として使用され、また、木を焚いた時の香りが
よいためスモークチップとしてもよく用いられま
す。このように万葉の昔から愛されてきた桜です
が、今年もまた沢山の人々を楽しませてくれること
でしょう。皆様もぜひお花見にお出かけ下さい。

会 長 挨 拶
皆さん、こんばんは。
先週土曜日に開催された、埼玉栄高校と宮城県塩
釜高校吹奏楽部によるチャリティーコンサート、い
かがでしたでしょうか。
両校とも素晴らしい演奏で、私は大変感動しまし
た。特に塩釜高校のチームリーダーの女子生徒によ
る挨拶には、会場に来ていた人々の胸を打ち、多くが
もらい泣きをしていました。両校の生徒は 15～16
歳、皆あどけなく、しかし、いざ演奏になると会場を
圧倒するような迫力ある演奏でした。このように若い
学生たちが音楽という力で復興のために努力されて
いることは、とても大きな支援になると思いました。
さて、本日 3 月 27 日は「さくらの日」です。こ
れは、日本さくらの会が平成 4 年に制定したもので
す。桜を通して日本の自然や文化について関心を深め
てもらうことを目的にしているそうです。
サクラは植物学上、バラ科、サクラ亜科、サクラ属
の樹木です。日本には山桜、大島桜など 9 種を基本
にして、100 種類以上のサクラが自生しており、こ
れらから育成された園芸品種は 200 以上もあるのだ
そうです。桜は主として北半球の温帯に広く分布して
おり、美しい花の咲く種類はアジアに多くあります。
品種によって開花する季節もたいへん変化に富んで
おり、南北に長い我が国では、1 月下旬に南の沖縄を
皮切りに北の北海道まで、約５ヶ月にわたり桜前線が
日本列島を縦断します。桜の実サクランボは食用し、

ゲ ス ト 紹 介
ライラ研修 研修生
野原税理士事務所
インターン生
佐々木 智也様

青少年交換留学生
アスタさん

幹 事 報 告
●地区より
・4 月ロータリーレート 1 ドル＝82 円
・地区Ｒ情報研究会・ＲＩ会長田中作次氏を支援
する交流会」の案内
日にち
2012 年 5 月 21 日（月）
場 所
ラフレさいたま ３階 桜ホール
・ライラ研修セミナー終了証授与式開催案内
日にち
2012 年４月１５日（日）
場 所
プラザウエスト

セ ミ ナ ー 報 告
◎３/２６ 職業奉仕セミナー
第１部は坂本光司先生の「日本でいちばん
大切にしたい会社のこころ」と題した基調講演
で、坂本先生の日本で残したい会社１０社が紹
介されました。第２部は和菓子の老舗（株）船
橋屋会長より「幾百年も永続し繁栄する老舗
のこころ」と題したお話をいただきました。

◎３/１７～１８ライラ研修
「ＲＹＬＡ研修を終えて」
研修生 佐々木 智也様
この度は、ＲＹＬＡ研修に参加させていただきまし
て、ありがとうございました。
今回の研修で学んだことは 2 つあります。
①「ありのまま」を受け入れる心の大きさを持つ事
「禅」を通じて「ありのまま」を受け入れることの重要
性を学びました。人生の中では自分の思い通りにな
らない事もあると思います。そんな時に、その事に対
していちいち愚痴を言うのではなく、そのような「雑
念」も一切消し去り、受け入れた上で行動していく事
が重要だと感じました。
②自分の意思を図示化し、ｲﾒｰｼﾞすることの重要性
マインドマップを用いて、現時点の自分が思い描く将
来を図示化しました。今まではエクセル上でしか考
えた事がありませんでしたが、今回改めて図示化し
た事で、より鮮明に将来自分が何をしたいのか？が
明確になりました。今後も自分の思考を整理する時
に利用していきたいです。
ローターアクト・ライラ委員長の三上様始め、この
ような機会を設けて下さったさいたま欅ロータリーク
ラブの方々に感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。
＊マインドマップとは…今の自分の考えを
図で書き表すこと

ス マ イ ル BOX
◆寺沢 良治会員
本日もご苦労様です。ゲストにライラ出席の
佐々木さん、ようこそ！体験報告楽しみです。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。佐々木
智也さんライラの報告よろしくお願い致します。
◆井上 久雄会員
こんばんは。来週土曜日、米山奨学生 李少青さ
んとの顔合わせ会があり、世話クラブとして１年間
の受け入れが始まります。カウンセラーとして、又
皆様にお世話になります。よろしくお願いいたしま
す。

◇内木 滋郎会員
私共では今、紅梅、白梅、そして河津桜が満開で
す。ソメイヨシノはまだ蕾がかたいようです。本格
的な春、待ち遠しい。お陰さまで浦和レッズ３連
勝。3/31 の川崎戦、勝利しさらに上位をねらっ
て欲しいところです。応援よろしくお願いします。
◆片山 金次郎会員
交換留学生のアスタさん、ようこそ！元気そうで
なによりです。野原事務所の佐々木様、色々ありが
とうございます。
◇住吉 望会員
今日は本多さんはお休みです。お葬式の受付係で
お休みです。次回は出席しますのでよろしくお願い
致します。ライラ研修に出席参加させて頂きました
社員が帰って参りました。早速変化が見受けられま
す。三上委員長お世話になりました。ありがとうご
ざいます。
◆田中 修会員
佐々木様、本日はありがとうございます。
◇陳 麗瓊会員
本日も皆様よろしくお願いします。
◆都築 久美会員
本日もよろしくお願いします。
◇内藤 憲会員
ゲスト 佐々木様、ようこそ！本日もよろしくお
願いします。
◆中村 芳彦会員
佐々木様、ライラ研修お疲れ様でした。次年度会
長ペッツお疲れ様でした。２週間ぶりの例会で妙な
感じですね。ちょっと皆さんと話がしたくなりまし
た。今日もよろしくお願いします。
◇野原 哲夫会員
三上地区ライラ委員長 RYLA 研修セミナーお疲
れ様でした。私の事務所で推薦し参加した埼玉大学
インターン生の佐々木君も感謝していました。東野
さん、アスタを昨日鎌倉へ連れて行ってくれてあり
がとう。
◆東野 良彦会員
桜が待ち遠しい今日この頃です。向島辺りに出ば
りたいです。
◇三上 等会員
３月１０日、１１日はローターアクト全国大会が
新潟の未鷺メッセで行われ全国より 18～30 才の
ローターアクトの会員、ロータリアンが集まり盛大
に行われました。３月１７日、１８日は RYLA 研
修が行われました。参加して頂いた皆様ありがとう
ございました。全員の報告に先立ちまして、参加し
て頂きました佐々木様、報告よろしくお願いします。
3/27 16,000 円

累計 549 ,000 円

出 席 報 告
月日

会員総数
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出席率

3/27

22
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3

86.36％

