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次週の例会

今週の例会

201３年 ２月 ５日(火)第４０８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 クラブフォーラム

クラブテーマ

会

会長/井上

博明

１月２２日第４０６回例会 NO.300 発行

幹事/中村 芳彦

201３年 ２月１２日(火)第４０９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

輝く希望を

拶

皆様今晩は。
地区会員増強維持部門 染谷委員長、田中委員、
卓話よろしくお願いいたします。SAKUJI 作戦の
説明会に参加しました。当クラブ上半期は対外的
奉仕活動で入会者に PR することが出来、下半期
は親睦と増強で頑張りますので、素晴らしい増強
手法のご指導を期待しております。
前例会は欠席して申し訳ありませんでした。
1/9 に血圧が 220 まで上がり目まいでこけまし
た。１０日くらい 185 でしたがやっと１５０～下
がり、今は１３０まで下がりよかったです。血管
がおかしくなるところ、牛乳を毎食飲んでいまし
たので血管が強く助かりました。前回話した血糖
値と牛乳の話のとおりでした。また、血管の若返
り年齢を良くするには、４１度の風呂に１０分間
を開けて２回入る。ただし風呂に入る前に体温を
測定し、１回入った後に舌で体温を測り直し、体
温が１度前後上がったことを確認して毎夜実行す
ると血管年齢が若返りますので高血圧の対応とな
ります。脳血栓、脳溢血にならず長生きしましょ
う。片山パスト会長も１/９から１週間熱が出たと
のこと、大丈夫ですか？
片山パストに関係する話をします。安倍内閣の
公共事業拡大とのことの関連です。皆様、玉の輿
の話は知っていますか。大阪の八百屋の娘 玉は両

週報委員長/
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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

」

の話は知っていますか。大阪の八百屋の娘 玉は
両親が亡くなり武家へ養女に入りました。その時
武家がつき合っている寺の僧侶が若い女性僧侶
に交代し徳川家３代将軍に挨拶に行く事になり
玉が同行しました。３代将軍は公家の女性よりも
活発な一般の女性が好きだったことから、両名と
もそのまま江戸城にとどまりました。その後玉は
側室として教育され、５代将軍の妻となりまし
た。幼い時より仏像を毎日お祈りしていましたの
で、生類憐みの令を発し、自分の子供も将軍にな
り亡くなりましたので、仏閣を建設し徳川家のた
くさんのお金をつかいました。今でいう最初の公
共事業です。庶民は助かりました。東京の護国寺、
京都の各寺で、９目文がある寺は全て玉が造った
ものです。お寺に出向いた時は注意して見て下さ
い。
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田中 康之様
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●地区より
・16m の大型車両が、地区内各地や東京都
内の繁華街を昼夜巡回しながらロータリー
活動の広報を致します。運行予定は地区 HP
でご確認ください。
●第 3 グループ
・2 月 26 日（火）第 3 グループの IM が開
催されます。出欠回答を 1 月 25 日までに
お願いたします。

卓

話

●会員数目標 2015 年 6 月末までに
地区
3,000 人
R I
130 万人
地区の会員数
12 年 7 月 1 日
2,441 人
↓
12 年 11 月末日
2,535 人
新会員数は 158 人（1/18 現在）
→第３G が 27 名で一番多い
＊ガバナーの意向…増強数０のクラブを無く
したい
●増強
・逆境はチャンスになる。
・会員に 1 名の候補者カードの提出を求め、行
動を伴う様徹底する。
・会長が熱い（やる気）クラブが増強に成功！！
→全員参加の意識革命
●SAKUJI 作戦（サクセス ジャパン）
遠方の知り合い（紹介者）の承諾をもらい第
2770 地区に紹介する → 第 2770 地区か
ら該当する地区に紹介 FAX → 紹介を受け
た地区が面会しクラブ選定を行う
❋クラブの賛同が必要です。
＜ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰを使ってのお話を要約させていただきました＞

スマイル報告
染谷 良雄様（地区会員増強維持部門委員長）
皆様、今晩は。田中ガバナー年度も下期に入りま
した。井上会長の純増目標 3 名、達成するよう全
会員で頑張りましょう。
田中 康之様（地区会員増強維持委員/大宮ＲＣ）
本日卓話をさせていただきます。大宮ＲＣにも是
非遊びに来てください。
井上 博明会員
前例会はお休みして申し訳ありません。染谷委員
長、田中委員、素晴らしい卓話と指導よろしくお願
いいたします。
中村 芳彦会員
会員増強維持部門 染谷委員長、田中委員、本日
の卓話ありがとうございます。会員の皆様、寒い中
毎週の出席感謝します。今週ゴルフ行きますが、雪
は大丈夫かな？本日もよろしくお願いします。
井上 久雄会員
染谷委員長、田中委員、お寒い中お越し下さいま
してありがとうございます。
「SAKUJI 作戦」の説
明会に出席してまいりました。新たな視点での会員
増強 2015 年 6 月までに日本で 1 万人の増員が目
標とのことでした。ＲＩ田中会長の地元でもあり、
お互い頑張りましょう。
片山 金次郎会員
本日は地区会員増強維持部門委員長の染谷様、田

中様、ご多忙の中卓話においでいただきお礼申し上
げます。増強厳しき折よろしくご指導をお願いいた
します。また、毎日寒い日が続いておりますが私も
あまり調子がよくありません。皆様も体調に十分留
意してください。
小池 智修会員
吉川ＲＣ 染谷様、大宮ＲＣ 田中様、今日はあ
りがとうございました。先週の金・土と新年会を
兼ねて万座にスキーに行ってきました。標高
1800m 以上で亜硫酸ガスの臭いとで頭痛や吐き
気で散々のバスツアーでした。結局一本も滑らず
でした。
寺沢 良治会員
地区会員増強維持部門 染谷様、田中様、ようこ
そおいで下さいました。卓話よろしくお願いします。
内藤 憲会員。
大寒も過ぎ節分を迎えると春の兆しが少々見え
る時季となります。新会員の獲得に頑張りましょう。
会員増強維持部門 染谷様、田中様、卓話よろしく
お願いします。
野原 哲夫会員
染谷地区会員増強維持部門委員長、お久しぶりで
す。8 年前、地区米山奨学部門でご指導受け、先輩
の情熱を感じ、クラブで頑張っています。本日はよ
ろしくお願いします。さいたま欅 RC１０周年を成
功できるよう伊勢神宮の大神様にお願いしお万度
を受けてきました。
本多 正和会員
会員増強部門 染谷委員長、田中委員、本日卓話
よろしくお願いいたします。勉強させていただきま
す。
三上 等会員
本日は、会員増強部門 染谷様、田中様、卓話よ
ろしくお願いいたします。
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483,500 円
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第６代会長

田中

修会員

享年 ６８歳

つつしんでご冥福を
お祈りいたします。

