
                   

●ガバナー事務所より

・井橋Ｇご苦労さん会・三國ＧＥ激励会開催のご案内

●ガバナー・エレクト事務所より

“”

●ロータリー財団委員会

201１年 1 月 25 日(火)第 3１1 回

■点 鐘  1８時 30 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

  Ｒの友代表委員 瀧田 和雄様

今
週
の
例
会

■例会日 毎週火曜日

■例会場 ラフレさいたま ５階

■点 鐘 １２：３０（第１・２・３）

     １８：３０（第４・５）

■事務局  さいたま市中央区下落合

          4-14-14-2F

201１年 ２月 １日(火)第 31２回

■点 鐘  1２時 30 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

次
週
の
例
会

平成２３年 １月 １８日 第３１０回例会 ＮＯ.２３７ 発行

会長/片山 金次郎    幹事/中山 祐太郎    週報委員長/秋本 昌治

ク ラ ブ テ ー マ   「 初 志 忘 れ ず  新 た な 息 吹 を 」

ＲＩテーマ

■会長挨拶           片山  金次郎

■幹事報告            中山 祐太郎

■ゲスト紹介

皆様 こんにちは。

毎朝厳しい寒さが続いておりますが、皆様体調

はいかがですか？日中になると陽がさして少し

暖かくはなりますが、風邪やインフルエンザに注

意して体調管理には万全を期して下さい。

さて、16 年前のきのう、1 月 17 日は阪神淡

路大地震があった日です。マグニチュード 7.3、

震度 7 の地震が早朝 5 時 46 分に発生し、全半

壊家屋 27,500 棟、焼失家屋 7,500 棟、重軽傷

者 43,500 人、死者 6,400 人の大惨事に発展し

ました。昨日は関西では追悼の催しが各地で開か

れたようです。災難は忘れた頃にやってくると言

います。関東大震災が 1923 年に発生、88 年前

です。政府・各官庁、企業等も危機管理対策の重

要性を改めて考え直し、我々国民も一人ひとり防

災意識の大切さを感じる節目の日となります。さ

いたま市内にも、浦和地区には活断層が走ってい

ます。西には大久保から荒川に向かって、東は綾

瀬川沿いです。避けては通れない災害ですから、

普段から防災の手段・方法を私たちも考えた方が

良さそうです。

さて、1 月はロータリーではロータリー理解月

間です。1 月 25 日の次週例会はロータリーの友

地区委員の瀧田和雄様による卓話例会です。今月

はロータリーの知識を高めましょう。本日の例会

は上半期の活動報告例会です。各委員長さんの発

表をよろしくお願いいたします。

・11～12 年度ＲＩテーマ発表

“Reach Within to Embrace Humanity”

『心の中をみつめよう 博愛を広げるために』

大宮西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

直前会長

清水 恒信様

私は昨年大宮西ＲＣの47代目の会長を務め

させていただきました。欅さんとはグループが

違うので訪問するのは初めてです。本日は欅さ

んへの入会予定者を同行するはずでしたが、

お役にたてず残念です。今後お役にたてるよう

頑張りますので、どうかお見知りおき下さい。

MPHF(3)
中山祐太郎会員

PHF
寺沢 良治会員

表

彰



月日 会員総数 出席 欠席 出席率

1/ 18 18 13 5 72.22％

部門委員長及び各小委員会委員長による上期事業

報告を行いました。

                           

                                    

                                 

■清水 恒信様（大宮西ＲＣパスト会長）

  初めてご訪問させていただきました。さいたま欅Ｒ

Ｃに素晴らしい方が大勢いらっしゃいまして今日楽

しみにしておりました。本来でしたら新入会員候補者

をお連れする訳でしたが大変残念でした。今日はお世

話になります。

◆片山 金次郎会員

◇中山 祐太郎会員

大宮西ＲＣ清水様、当クラブへようこそお越し下

さいました。本日もよろしくお願い致します。

◆井上 久雄会員

  清水様ようこそお出で下さいました。昨夜ＩＭに講

師でお呼びしている朝倉禅氏がＴＶに出ていました。

最近ＴＶで取り上げる中国特集によく出演しており、

注目度が上がっている中国で活躍する日本人の一人

です。ＩＭの盛り上がりも大いに期待できそうです。

皆様のご協力をよろしくお願い致します。

◇小池 智修会員

  今朝セブンイレブンへ行ったら新しいタバコが発

売されていました。なんとなく買ってみたらコンパク

トロックがついていました。タバコが売れなくなった

せいか？タバコを買うと時計がついてくる世の中に

なったものだ～昔は時計が高かったのに世の中変わ

ったものだな～ただいま時計の調整中です。大宮西Ｒ

Ｃ清水Ｐ会長ようこそ。先日は大変お世話になりまし

た。今後ともよろしくご指導願います。

◆田中 修会員

  大宮西ＲＣ清水様、ようこそお出で下さいました。

昨年は色々とお世話になりました。

◇寺沢 良治会員

  寒い日が続いておりますが、体調管理にはお互い気

をつけましょう。大宮西ＲＣの清水様、ようこそお出

で下さいました。本日も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。

◇中村 芳彦会員

  先日の新年会は楽しく大変おいしかったです。今日

も風邪をひかず出席出来てうれしいです。また、メン

バーの元気な顔が見れて良かったです。先日ゴルフ初

打ちに行きましてやっと 100 を切り 99 でした。に

ぎりがなくてよかった！！

◆三上 等会員

大宮西ＲＣパスト会長清水様、ようこそいらっしゃ

いました。本日もよろしくお願いします。

1/ 18 14,000 円 累計  537,000 円

■スマイル報告

■出席報告

本日は大宮西ＲＣの直前会長の清水様、ようこそ

いらっしゃいました。先日は夜間例会でお世話になり

ました。これからは場所が分かりましたので寄らさせ

てもらいます。今日はよろしくお願いします。

明けましておめでとうございます。

ガバナー補佐としての任務も半年終了しました

が、昨年は、ガバナー公式訪問等でご協力を賜り

ありがとうごいました。また、多くの皆様のご協

力で地区の大きな目標である新会員の増強につい

ては、地区内でトップの状況にあり順調に推移し

ていることに感謝いたします。

本日は２月８日に予定しておりますＩＭについ

てのお願いに参りました。ロータリーの４大奉仕

から新たに新世代奉仕が追加され５大奉仕になり

ました。「平成からの失われた 20 年」「バブル崩

壊後」育ってきた若者が社会に入って来ています。

日本人はバブルを機に自己中心の価値観に転じ、

精神的豊かさを享受しにくくなったのだろう。

また、最近の傾向として海外留学する若者が減

少してきている。最近の文部科学省の発表による

と、日本人の留学生が減少する一方、日本に留学

する外国人は海外に出る日本人の２倍となり過去

最高となっており、日本人の「内向き志向が鮮明

になった」とまとめました。文科省は、学生の内

向き志向を打破するため、留学を支援する制度の

創設を 2011 年度予算で要求しました。また、上

田埼玉県知事は、年頭の挨拶で、ほかのどこにも

負けない海外留学支援に手を打っていくと述べて

います。昨年ノーベル化学賞を受賞した根岸英一

氏は、「若者は海外に出て、外から日本を見ること

で新しい発見や発明に繋がる」と警鐘を鳴らして

いる。

今こそ私たちは、「日本のこれからをどのような

国に変えていくのか？」という根本的な問題に正

面から取り組まなければなりません。そのキーワ

ードは、「世界」と「人材」といわれております。

「人材」は、日本が世界に誇る最高で最大の資源

です。これからはグローバル人材の育成が重要に

なるでしょう。という目的でチラシにある講演会

を企画いたしました。

また、ＲＩ会長は「ロータリアン以外の人々に

ロータリーのことの目的を説明すること」と「ロ

ータリアンに自分たちの活動の意義を再認識して

もらうこと」の 2 点を目標とするためＲＩテーマ

を「地域を育み、大陸をつなぐ」としました。各

クラブの活動発表によって、地域のロータリアン

が他のクラブの状況を知り、共有化することによ

って新たな活動や人間関係が構築され、ＲＩテー

マの目標が再確認できることと思います。

■クラブ協議会

■例会訪問 ご挨拶

ガバナー補佐 野原 哲夫様


