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原点に戻ろう 29 名！みんなのクラブ
皆様こんばんは。
本日は、大変お忙しい
ところ地区より職業奉
仕部門委員長の隅内道
三様に卓話をお願いい
たしました。

職業奉仕はロータリーの金看板とか申しま
すが、本日は職業奉仕について勉強したいと
思います。隅内様宜しくお願い致します。
さて、今日は節分（豆まき）ですが、節分
についていろいろ話したいのですが、時間の
関係もありますので割愛します。まあ、自宅
に帰って豆まきをしたいと思います。
先程、役員・理事会がありました。決定事
項を報告させて頂きます。
① お花見例会は第一候補日 4 月 5 日（日）、
第二候補日 3 月 29 日（日）、11：50 点鐘
さいたま欅ＲＣを中心に 50 名程度。
② 親睦旅行については、昨年度 10 周年で蔚
山第一ＲＣの皆さんがおいで頂きました
ので、今年度はこちらよりお礼方々訪問し
なければなりません（会長就任式の招待が
届いております）。日程的な事もあります
ので親睦旅行も兼ねて訪問します。6 月 16
日（火）～です。
③ 陳幹事がご結婚をされましたので、1 万円
のお祝いをさせて頂きます。
④ 次年度より事務局の勤務時間が変更とな
ります。
以上報告させて頂きます。

今月の 2 月 24 日は第 3 グループのＩＭです。
全員登録となっておりますので、出席宜しく
お願い致します。また、2 月 26 日は新会員の
集いが開催されます。該当の皆様は出席の程
宜しくお願い致します。以上で会長挨拶を終
わります。
感謝
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【地区より】
1. 2015 年 3 月 10 日からの「チッタゴン検証ツア
ー」は中止となりました。
2. 5 月 16 日(土) 8：30～ 東京市ヶ谷の日本棋
院会館 2 階大ホールで、「第１６回ロータリー
国際囲碁大会」が開催されます。
【クラブより】
1. ロータリー人頭分担金（下期）を支払いました。
2. 本日、確定申告用寄付金領収証（Ｒ日本財団、
米山記念奨学会）を配布しました。
3. ２月１７日（火）10：00～浦和ロイヤルパインズに
於いて「地区チーム研修セミナー」が開催、次
年度地区役員の野原会員、井上（博）会員、井
上（久）会員、中村会員が出席します。
4. ２月２６日（木）16：30～ 清水園に於いて
「新会員の集い」が開催、入会３年未満の会員
様は是非出席をお願いいたします。
5. ３月５日（木）～６日（金）9：30～ラフレさいたま
に於いて
「会長エレクト研修セミナー」が開催、井上（久）
次年度ガバナー補佐、大塚会長エレクトが
出席します。
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・・・ 職業奉仕とロータリアン
職業奉仕部門委員長 隅内 道三様
もつ人の心によりて、
宝と仇ともまるは、
黄金なり
（昭憲皇太后）

「ロータリー会員になることは容易なことで
あるが、ロータリアンになるには努力を要す
る。バッチ会員、ナイフ＆フォーク会員では
ゴルフクラブや社交クラブなどの同好会の
クラブメンバーと何ら変わらない。クラブ例
会に出席し、奉仕活動に参加し、奉仕の当
事者となることを通して、日々、自己研鑽を
重ねる人をロータリアンと呼ぶ」という講演
録の意訳を教えて頂きました。

した。会員皆様の予定に入れてください。隅
内地区職業奉仕部門委員長、卓話を楽しみに
しています。
井上 博明Ｐ会長 隅内職業奉仕部門委員長、
卓話よろしくお願い致します。
井上 久雄Ｐ会長 地区職業奉仕部門隅内委
員長様ようこそ、本日の卓話よろしくお願い
致します。今日は節分、明日は立春、今年の
恵方は西南西。暖かい春が待ち遠しいです。
本日もよろしくお願い致します。
大塚 章仁会長エレクト 隅内様、ようこそ
いらっしゃいました。本日はよろしくお願い
致します。
中村 芳彦会長ノミニー 隅内道三地区職業
奉仕部門委員長、お待ちしていました。奉仕
の心を勉強させて下さい。本日も宜しくお願
いします。
本多 正和会員 本日は職業奉仕部門委員長
の隅内様、ようこそ。卓話よろしくお願い致
します。本日もよろしくお願い致します。
伊藤 操会員 隅内様、ようこそお越し下さ
いました。大塚会長エレクト、クリスマス例
会写真編集ありがとうございます。仕上がり
がいいようです。
住吉 望会員 職業奉仕部門委員長、隅内道
三様、本日は職業奉仕についての卓話、あり
がとうございます。第 510 回例会、学びの場
を生かせる様努めます。
冨澤 幸弘会員 寒い日が続きます。皆様に
おかれましてはご健康に留意下さいますよう
お願い申し上げます。
森山 進会員 本日も宜しくお願いします。
小川 松雄 本日もよろしくお願いします。
高野 則子会員（スマイル報告） 節分です。
季節を分けるという事で春になります。桜が
待ち遠しいですね。
2/3 21,000 円（会員）累計 539,000 円
（ビジタ）累計 106,500 円
（2014.7 月～）

スマイル報告・・・・・・・・・・・・・・・
地区職業奉仕部門委員長 隅内

道三様
節分のめでたい日に卓話にお招きいただき、
ありがとうございます。
三上 等会長 本日は地区職業奉仕部門委員
長の隅内道三様、お忙しいところありがとう
ございます。卓話よろしくお願い致します。
陳 麗瓊幹事 本日も皆様宜しくお願いしま
す。
野原 哲夫Ｐ会長 6 月に親睦旅行を蔚山第
一ロータリークラブ訪問とさせていただきま
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