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次週の例会

今週の例会

201３年 １月２２日(火)第４０６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
地区会員増強維持部門

クラブテーマ

会

会長/井上

博明

１月１５日第４０５回例会 NO.2９９発行

幹事/中村 芳彦

201３年 1 月２９日(火)第４０７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

拶

30 分前突然、井上会長から「体調不十分のため、
本日の例会に出席できないので、例会運営をお願い
したい。」旨の連絡が入りましたので、私が会長に
代わり本日の例会を進行させていただきます。よろ
しくお願い申し上げます。
会長からの伝言が３点ありました。
① 本日の例会に出席できず非常に残念でありま
す。
② 今年初めての新年例会は、本多親睦委員長が新
年に相応しく、素晴らしい企画で楽しい例会を
実施していただき感謝いたします。
③ 下期の活動は、親睦を大切に、会員増強を進め
ていく考えでいますので、会員の皆様のご協力
をお願いします。
ところで、例会日程が同じである大宮中央ロータ
リークラブの泉会長及び長谷川幹事がお越しいた
だいております。後程ご挨拶を頂戴したいと思いま
す。今年度大宮中央ロータリークラブとは、ハイデ
ィ日高の神田正会長の卓話を 11 月 27 日合同例会
ということで開催しました。素晴らしい講演内容で
ありましたが、この例会が当クラブとして 400 回
の記念例会となりましたので、硬式ボールに日高会
長の「感謝」のサインをいただき会員に配布いたし
ました。また、私がガバナー補佐をしていた 2 年前、
25 周年記念式典があり出席させていただきました
が、大変充実した式典でありましたので、次年度、
当クラブの 10 周年記念式典の参考にさせていた

週報委員長/

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

」

だきたく思っております。今後とも、ご指導よ
ろしくお願いいたします。
また、当クラブに井上会長エレクトの推薦で、
待望の新入会員の大塚章仁様が入会認められ、
本日入会式を行います。1 日でも早く、クラブ
の雰囲気に慣れ、仲間と親睦を図り、楽しいロ
ータリーライフを経験してください。会員の皆
様も温かく迎えてください。
本日の例会は、クラブ協議会で、上半期の活
動報告でありますので、各委員長はよろしくお
願いいたします。
＝ 副会長

野原

哲夫 ＝

お 客 様 紹 介
大宮中央
ロータリークラブ
会長

泉

英明様

幹事 長谷川 政功様
さいたま欅 RC の皆さんこんばんは。訪問遅く
なり失礼しておりました。井上会長・中村幹事さ
んには日ごろから大変お世話になっております。
又、１１月２７日の合同例会には会員の皆様方に
もお世話になりました。井上会長はﾛｰﾀﾘｰ歴２０
数年との事、私は其の３分の１にも満たない若輩
者ですのでﾛｰﾀﾘｰの話は控えさせていただき、経
済評論家の今井きよし氏の話を紹介させて頂き
ます。今井氏によれば、今第３のエネルギー革命
が起きてるとの事。第一次は１９世紀にイギリス
で起きた薪から石炭による蒸気機関による産業
革命、第二次は２０世紀初頭、アメリカで起きた
石油による自動車・火力発電などの産業、第三次
は今アメリカで採掘が始まってる、シェールガス
革命です。石油の６分の１の価格で、世界での埋
蔵量は２５０年分あるとの事。エネルギーが安

くなれば ‟産業の革命が起きるんです”との話でし
た。日本では、今年２月には名古屋冲で始まるメタ
ンハイドレードの試掘、これがうまく行けば、日本
もエネルギー大国になるのも夢ではなくなるとの
夢の有る話でした、ご清聴ありがとうございまし
た。
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●地区より
・ガバナー月信新春 1 月号活用ガイド配布
・ロータリーの友からのお知らせ配布
・サクセスジャパン作戦 会員増強日本月間
●４００回例会記念品のない方は事務局まで

新 入 会 員
●大塚

章仁会員

【プロフィール】

生年月日
事業所名
業
種
所 在 地

昭和３５年７月１９日
（株）シーフォーアイ
工業デザイン
さいたま市大宮区吉敷町

クラブフォーラム
■上期事業報告
◇奉仕プロジェクト部門
① 人道的プロジェクトとして、東日本大震災支
援事業を昨年に引き続き、各委員会の協力で
企画立案し実施した。
日にち 2012 年 11 月 10 日～11 日
場 所 さいたま新都心けやき広場
② 地区主催のセミナーに参加
③ 森井泉 育次郎様をお招きし「企業と人材」を
テーマにお話をいただいた。
◇新世代部門
「新世代月間」に地区に依頼して卓話をいただきま
した。3 月の RYLA 研修には多数のロータリアン・
研修生に参加していただきたい。

スマイル報告
泉 英明様（大宮中央 RC 会長）
例会日時がダブる為訪問遅れ申し訳ございませ
ん。井上会長、中村幹事にはお世話になっておりま
す。また１１月２７日の合同例会ありがとうござい
ました。今後ともよろしくお願いいたします。
長谷川 政功様（大宮中央 RC 幹事）
いつも井上会長、中村幹事にはお世話になってお
ります。２月１２日には上尾 RC と合同例会があり

ます。出席して下さい。
野原 哲夫会員
大宮中央 RC の泉会長、長谷川幹事様、ようこそ
お越し下さいました。今年の大河ドラマ「八重の桜」
ですが、会津魂の「ならぬものはならぬ」は、ロー
タリーの考えと似てますね。
中村 芳彦会員
大宮中央 RC 泉会長、長谷川幹事、お待ちしてお
りました。本日は、ありがとうございます。
井上 久雄会員
皆様のお陰で、本日大塚章仁様の入会式を迎える
ことができました。今後ともご指導とご鞭撻の程よ
ろしくお願い申し上げます。
内木 滋郎会員
大宮中央 RC 泉会長、長谷川幹事様、ようこそお
越し下さいました。今冬、初雪が大変な大雪にビッ
クリしました。久しぶりの雪かきで腰が痛いところ
です。大塚章仁様、入会おめでとうございます。ご
活躍ご祈念申し上げます。
小池 智修会員
雪国では当たり前なんですが、東京方面は大変
だったですね。猪苗代は 1m 以上の雪です。スタ
ットレスタイヤは普通ですよ。大宮中央 RC の会
長幹事様、先日は大変お世話になりました。神田
さんの「情熱」とっても参考になりました。あり
がとうございます。当社の今年のモットーは、希
望・夢・情熱、サブタイトルで「楽しい思い出を
つくろう」です。
住吉 望会員
徒歩→バス→電車→徒歩→タクシー、雪中軍の新
年会。タクシーはなかなか来ませんでしたが、成人
式と共に思い出に残る一夜でした。
寺沢 良治会員
関東での成人の日の大雪は 7 年ぶりだそうです。
足もとの悪い中、大宮中央 RC の会長幹事様、お越
しいただき、本年もよろしくお願いいたします
内藤 憲会員
大宮中央 RC 泉会長、長谷川幹事様、本日はご多
忙の折ご来会いただきありがとうございます。また、
新会員の大塚様、歓迎致します。
三上 等会員
大宮中央 RC の泉会長、長谷川幹事様、ようこ
そいらっしゃいました。思いがけない大雪になり、
正月の連休よりたった一日の雪でしたが、事故が
多いとのことです。皆様、気をつけて運転をお願
いします。
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出席率

20

13

7

65.00％

