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会長/井上

クラブテーマ

「

次週の例会

今週の例会

2012 年１０月 ２日(火)第 392 回
■点 鐘
1９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 クラブ協議会
社会奉仕事業について

博明

幹事/中村 芳彦

週報委員長/

麗瓊

■例会日 毎週火曜日
■例会場 ラフレさいたま ５階
■点 鐘 １９：００

2012 年 10 月 ９(火)第 393 回
■点 鐘
19 時００分
■例会場
焼肉 ソウル
■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」
■プログラム主題 移動例会

輝く希望を

陳

■事務局

さいたま市中央区下落合
4-14-14-2F

奉仕の中に見つけよう 」
で取引し、その利益の中の一部を社会奉仕や国際
奉仕に提供しましょう。その為には、ロータリア
ンは倫理的、道徳的水準を高め、仕事の内容が信
頼されなければならない』ということではないで
しょうか。
ところで、本日の例会は地区新世代部門の皆様
にお越しいただき卓話をいただきます。本日もよ
ろしくお願いいたします。

会

長

挨

お客様紹介

拶

【卓話者】

地区新世代部門

副会長 野原 哲夫
先ほど会長から、昨日の強風と豪雨によって田園
調布のお客様の屋根が飛んでしまい、現在修繕中で
あり例会に間に合わない状況である。本日の会長挨
拶を含め、運営等について依頼がありましたので、
副会長として会長代行させていただきます。
会長の行為は、まさにロータリアンとしての職業
奉仕を実践していると思われます。
私はＲＬＩのデスカッションリーダーのメンバー
として、１０月２１日職業奉仕をテーマとして実施
いたします。是非、会員の皆様もＲＬＩに積極的に
参加して下さい。会員増強はクラブにとって最重要
な課題でありますが、会員一人ひとりがロータリー
について深い理解と自信と誇りをもつことが加入勧
奨に繋がることと思います。増強の強は、会員個々
がロータリーについて深い誇りがあるかどうかでは
ないでしょうか？１０月は職業奉仕月間であり、職
業奉仕は、ロータリーの核心であり、
「ロータリーの
金看板」と言われております。ロータリーの綱領の
主文に「有益な事業の基礎として」記載され、この
言葉は、
「価値ある職業」と理解するとわかり易いで
すが、職業奉仕のことが記載されています。また、
第２項に職業奉仕について記載されております。綱
領については次のように理解すればわかり易いと思
います。
『奉仕の機会の中で、知り合いを広め、親睦
を深めそして信頼関係を築きます。信頼関係ができ
たら、お互い価値ある職業をしているので適正価格
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●地区より
①地区大会のご案内…資料配布
大会２日目は全員登録でお願いします。
②ロータリーの友からのお知らせ

卓

話

【新世代部門の委員会】
①新世代育成・インターアクト委員会
→12～18 歳までの中・高校生

②ローターアクト委員会
→18～30 歳対象
③RYLY 委員会
→14～30 歳までの若者対象
④青少年交換委員会
→15～19 歳までの高校生

●インターアクト委員会
インターアクトとは、青少年のためのＲＩの奉
仕クラブです。支援や指導を与えるロータリーク
ラブが提唱してクラブが結成され、毎年少なくと
も 2 つの社会奉仕プロジェクトを行いそのうち１
つは国際理解と親善を推進しております。現在
109 余りの国や地域にある 200000 人近くの若
者がかかわりを持っています。
＊インターアクト合同奉仕活動
東日本復興支援募金活動
日時：2012 年 11 月 14 日（水）
10：00～12：30
場所：川口駅、浦和駅、新都心駅、大宮駅
●ライラ委員会
ライラの活動目標
ロータリーが青少年を尊重し、かつ青少年に関
心を抱いていることを明らかにし、責任ある有能
な青少年リーダーとなる方法を身につけるよう効
果的な研修を与えること。また、奉仕、高い道徳
的規準、平和といったロータリーの価値観を学ぶ
機会を提供し、青少年による青少年への絶えざる
力強い指導を奨励すること。そして地域社会に尽
くしている青少年リーダーを公に表彰することで
す。
＊今年度のライラ研修
（第 2520 地区との合同開催予定）
日にち：平成 25 年 3 月 22 日～24 日
開催地：岩手県金ヶ崎町 青年の家
内 容：被災地視察、復興支援ボランティア他
≪新世代部門 東日本復興支援バザー開催≫
日時：2012 年 11 月 10 日（土）
・11 日（日）
10：00～1600
場所：さいたま新都心 けやき広場

スマイル報告
遊馬 久治様（地区新世代部門/大宮北東ＲＣ）
本日はよろしくお願いします。さいたま欅ＲＣの
益々のご発展をご祈念いたします。
海田 英彦様（地区新世代部門/浦和東ＲＣ）
本日はお世話になります。貴クラブの益々のご発展
を祈念いたします。
河本 博様（地区新世代部門/大宮東ＲＣ）
本日は新世代育成・インターアクト委員会よりお願
いにあがりました。初めて貴クラブ例会出席となりま
す。今後ともよろしくお願い申し上げます。

中村 芳彦会員
遊馬ライラ委員長、海田新世代委員長、河本新世代
委員、本日の卓話よろしくお願い致します。楽しみで
す。本日もさわやかに行きます。
井上 久雄会員
第 2770 地区 新世代部門 ライラ委員長 遊馬様、
インターアクト委員長 海田様、インターアクト委員
河本様、お忙しい中卓話においで下さいましてありが
とうございます。卓話しっかりと拝聴させていただき
ます。本日もよろしくお願いします。
片山 金次郎会員
本日は地区新世代部門 ライラ委員長 遊馬様、イン
ターアクト委員長 海田様、インターアクト委員 河本
様、お揃いでようこそ。楽しみにしております。感謝
いたします。
小池 智修会員
遊馬様ようこそ。河本さん、先週の例会に田村ＰＧ
がいらして下さいました。二次会で奥様の話が出まし
た。存命であれば、当地区初の女性ガバナーが輩出さ
れる予定だったのに残念でなりません。色々な想い出
が沢山あります。ロータリーライフが楽しめたのも彼
女のお陰です。李さんもようこそ。毎週来て下さい。
先週の木曜日、猪苗代ＲＣへＭＵに行ってきました。
時間があれば話させて下さい。
陳 麗瓊会員
本日も皆様よろしくお願いします。
寺沢 良治会員
本日はお客様として遊馬ライラ委員長、海田インタ
ーアクト委員長、河本インターアクト委員の皆様がお
見えです。ようこそ。卓話よろしくお願いします。
内藤 憲会員
気温が下がり過ごしやすくなりました。本日は、地
区新世代部門の遊馬様、海田様、河本様、ご多忙のと
ころご足労いただきありがとうございます。本日もよ
ろしくお願いします。
野原 哲夫会員
大変、朝夕冷え込んできましたので健康に留意しま
しょう。地区新世代部門の遊馬ライラ委員長、海田イ
ンターアクト委員長、河本委員、ようこそお越し下さ
いました。本日は卓話よろしくお願いします。
東野 良彦会員
急に寒くなりました。皆様もお身体お気を付け下さ
い。本日もよろしくお願いします。
本多 正和会員
本日は新世代部門 ライラ委員長 遊馬様、インター
アクト委員長 海田様、インターアクト委員河本様、
卓話よろしくお願いいたします。本日もよろしくお願
いいたします。
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18,000 円

累計 258,500 円
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