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会長/井上
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「

次週の例会

今週の例会

2012 年１０月２３日(火)第 39５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 外部卓話
「企業と人材」 森井泉 育次郎様

博明

幹事/中村 芳彦

2012 年 10 月３０日(火)第 39６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

輝く希望を

長

挨

拶

こんばんは。
１０月１４日・１５日の２日間、東京福島県人浜
通り会の親睦旅行と福島県でお金を使う会として
会津に行ってきました。いつも野口英世会館です
が、会津藩校 日新館へ。武士道、学問がいかに大
事か、感激致しました。
【什の掟】…６才～９才までの子どもに教えた
１.年寄りの言うことにそむいてはなりませぬ
２.年寄りにはおじぎをしなければなりませぬ
３.うそを言うことはなりませぬ
４.ひきょうなふるまいをしてはなりませぬ
５.弱い者をいじめてはなりませぬ
６.戸外で物を食べてはなりませぬ
７.戸外で婦人と言葉をまじえてはなりませぬ
ならぬことはならぬものです
また、鶴ヶ城の天守閣、飯盛山、白虎隊記念会館
も見学いたしました。来年のＮＨＫ大河ドラマは
会津の魂を胸に生きた女性 新島八重が主人公で
す。会津に生まれ、戦場に生き、看護婦と生き、
同志社大学を作った人です。本を買ってきました
ので、興味のある方にお貸しします。
また埼玉の秩父の霊場の様に会津霊地が１０８観
音と２１地蔵尊、５色不動尊、１２支字本尊、７
福神、１２薬師が全部で１６５ヶ所あるそうです。

陳

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
■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
幹 事

会

週報委員長/

」

報 告

●地区より
①ｲﾝﾀｰｱｸﾄ東日本復興支援募金は 11 月
17 日 ９時３０分に変更となりました。
②入会３年未満、新会員の集い開催
日時 : 24 年 12 月 1 日(土)16：00～
場所 : ラフォーレ清水園
③【月信活用ガイド】をご覧ください。
●大宮シティＲＣより 創立１５周年 南三陸
復興祈願桜植樹支援 チャリティゴルフコン
ペのご案内
日時 : ２４年 11 月 8 日(木)７時８分～
場所 : 川越グリーンクロス

セミナー報告
●奉仕プロジェクト部門
◎社会奉仕部門 分科会『本会議の基調講演』
“誰でもできる奉仕の原点” をメインテー
マとして、茨城県立健康プラザ管理者、茨城県
立医療大学名誉教授である太田仁史先生の演
題「介護予防の二つの線」という講演がありま
した。
先生は、孤立死を避けるために、見守り機能
を高める必要がある。これは誰にでもできるこ
とであり、私たちにもできる日常的なことであ
ると。また最後まで人間らしい生き方をするた
めに、自分で自分をまもるため、忘れずシルバ
ー体操をしましょうということで、介護予防リ
ハビリ体操を先生の指導のもと全員で行いま
した。
その後の、社会奉仕部門の分科会では、現在地
区で取り組んでいる環境保全とロータリー財
団、ポリオプラス寄付向けの奉仕資金獲得のた
めの PET ボトルキャップ回収事業のクラブ別
集計報告があり、2770 地区では 2011～12

年度の回収重量は、44,390Kg もあったとのこ
とでした。残念ながら当クラブは回収 0 でしたの
で、今年度は当クラブも PET ボトルキャップ回
収に取り組んでいきたいと思います。また、ブラ
イダル委員会の 2012～13 年度の年間スケジュ
ールと登録カードの提出の仕方について説明が
ありました。
最後に、隣の 2570 地区は、
「さきたま古墳群
を世界遺産登録へ向けて取り組む」を地区として
の社会奉仕の目標に掲げており、2770 地区で協
力することも新しい社会奉仕の在り方だと寺門
孝彦社会奉仕部門委員長のことばがありました。
＝ 井上 久雄 ＝
◎職業奉仕部門
題
講

分科会

名 「暴力団排除条例を知っていますか？」
師
関東弁護士会連合会民事介入暴力対
策委員会委員長
弁護士 吉澤 俊一（大宮中央ＲＣ）

１ 埼玉県暴力団排除条例は、暴力団を壊滅に追
い込むため、地域住民や事業者が各地の実情に
応じ、暴力団排除意識を高め、一体となって暴
力団との関係を遮断し、暴力団を市民社会から
排除するための条例である。
2 暴力団の構成員等の人数は横ばい状況であり
平成２３年末現在、全国では 70,300 人、埼
玉県では、2,790 人を数える。
3 事業者もこの条例により、禁止されているこ
とがある。
① 用心棒の支払、債権取り立てや地上げ屋とし
て利用
② みかじめ料の支払、敷地を無償で駐車場に提
供
③ 組葬にホールを賃貸
以上は、悪質利益供与として、調査・勧告・公
表の対象となるが、利益供与にならないことも
ある。
4 事業者とは、営利、非営利を問わない。
5 条例に違反したらどんな制裁があるか？
① 銀行取引停止処分
② 公共事業から排除
6 以上のほか、暴力団の確認、報復に対する対応、
契約書に暴力団排除条項を導入、暴力団の情
報・保護対策の方法等について説明あり。
（感想）
身近な問題を出され、受講者全員が固唾をのん
で聞いており、素晴らしい内容であり、終了後名
刺交換するものが多数いました。
後日、例会卓話にお願いし、出席できなかった
方に是非聞かせたい。
ロータリーっていいな・・・・・・
＝ 野原 哲夫 ＝

スマイル報告
井上 博明会員
本日は会員増強例会です。ご協力お願い致しま
す。
中村 芳彦会員
地区記念ゴルフ大会、野原さん、片山さん、本
多さん、お疲れ様でした。天候も良くさわやかな
一日でした。頭がすっきりとしたところで、本日
の例会よろしくお願い致します。
井上 久雄会員
こんばんは。本日もよろしくお願いします。
内木 滋郎会員
中秋を迎えさわやかな気候となりました。諸催事
目白押しでなかなか休みが取れずにしております。
来る１０月２０日（土）桜区区民まつりに会社も法
人会もブースを出します。お陰さまで竜神まつり会
の 120m 竜、ギネスに認定されます。正午頃、元
８番館前広場で開催いたしますので是非お越し下
さい。
小池 智修会員
只今歯科医院からの帰りです。ハマメとよく言
われますがすでにハとメが治療中です。明日から
また福島です。夜は７度くらい、もうストーブに
薪を入れています。紅葉がとってもきれいです。
住吉 望会員
本日もお世話になります。週末仙台へ行けない
事がなにより「がっかり」ですが、ゲームは「バ
ッチリ」で！！来月は土合中大先輩お二方が誕生
月です。良い月になりそうです。（選挙がなけれ
ば…）今月もよろしくお願い致します。
陳 麗瓊会員
本日も皆様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。
野原 哲夫会員
昨日、地区大会チャリティーゴルフに片山会員、
本多会員、中村幹事の４名で参加しました。本多
会員が１１位に入りましたが、同姓同名（１５９
位）の方が賞品を受け取ったので確認し戻してい
ただきました。大変良いゴルフ大会でした。
三上 等会員
本日もよろしくお願いします。今週の日曜日は
私がサラリーマンをしていた時の同窓会があり、
２５年ぶりにみんなと会い感激致しました。やは
りみんな年をとっていました…。
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