
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
その間二週連続の雪、特に先週は想定外の大雪で関

東各地に大きな被害をもたらしました。私の友人も

山梨県の国道２０線で雪のため立ち往生し３日間車

で過ごしたそうです。皆様は大丈夫でしたか。 

米山記念奨学生の張さんお帰りなさい。春節如何で

したか。後程のスピーチ楽しみにしています。来月

は米山の終了式ですが、創立１0周年記念式典に向け

ご協力をお願い致します。 

さて、今月２月はロータリーの「世界理解月間」で

す。世界平和のための、ロータリー活動の重要性を

再認識して貰うとともにロータリーの第４の奉仕で

ある「国際奉仕」ついて考える月間であると思いま

す。ロータリーは今、世界各地で様々な奉仕活動を

行っています。特に６つの重点分野、平和と紛争予

防/紛争解決、疾病予防と治療、水と衛生設備、母子

の健康、基本的教育と識字率向上、経済と地域社会

の発展、のプロジェクトに取り組んでいます。さい

たま欅ＲＣが進めようとしているタイ国チェンライ

の麻薬更正施設支援事業も「母子の健康」に関わる

プロジェクトです。 
このプロジェクトは私たちのクラブの国際奉仕活動

であり、私たちのこの国際的な支援活動が麻薬撲滅

に繋がり、より平和な明日を築くことを願って取り

組んでいます。２月号のロータリーの友には国際理

解月間の特集が掲載されています。是非お読み頂き 

 

たいと思います。また、２３日はロータリーの誕生

日です。109年前シカゴのコニティ・ビル711号室で

産声を上げました。1905年2月23日のこの日、弁護士

ポール・ハリス、石炭商シルベスター・ショール、

鉱山技師ガスターバス・ローア、仕立業のハライム・

ショーレの四人は会合を開き、ポール・ハリスは職

業の色々異なった実業人のクラブを作り、そのクラ

ブをその土地の様々な仕事や職業を反映したものに

する、という構想を述べました。ポール・ハリスは、

知り合いがいても友人がいない大都会で、孤独な

日々を送っていましたが、人間は同類の人達と友人

関係を持たなければならないという経験や思いから

新しいクラブを作ることを提案し賛同を得たのでし

た。ロータリーの始まりです。ポール・ハリスはロ

ータリークラブの初代会長でなく、最初の会長は創

立会員のシルベスター・ショールでした。1910年に

ロータリークラブから成る最初の組織が創設された

時に初代会長に選出されたのがポール・ハリスで、

彼は1910年から1912年までの２年間会長を務めまし

た。ロータリー精神の提唱者で、その最初に生まれ

たロータリークラブの会長を辞退した人物が国際的

な組織に発展した国際ロータリーの初代会長になっ

たのです。 

余談ですが、コニティ・ビルで会合を開く前ポール・

ハリスはシカゴで一番の親友あるシルベスター・シ

ョールとマダム・ガリのレストランで夕食を共にし

ましたが、この時二人が食べたのはスパゲティだっ

たということです。今日の例会のメニューはスパゲ

ティではありませんが、２３日には是非スパゲティ

を食べてロータリーの誕生日を祝って頂きたいと思

います。109前の1905年4人のメンバーからロータリ

ーが始まり、今や200ヶ国以上120万人の会員に成長

したロータリーの誕生日が、2月23日であることを記

憶に留めておいて頂きたいと思います。 

最後に来週の例会は第３グループのＩMです。26日

16:00点鐘です。多数の出席をお願い致します。 

本日もよろしくお願い致します。    

201４年２月 26 第 46２回 

■点 鐘  16 時０0 分 

■例会場  清水園 

■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」 

■プログラム主題 第 3 グループ IM 
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週
の
例
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■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  さいたま市中央区上落合 

          1-3-16-205 

 

 

 

201４年３月４第 46３回 

■点 鐘  1９時０0 分 

■例会場  ラフレさいたま ５階 

■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」 

■プログラム主題 理事会報告、誕生祝、卓話 
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平成２６年 ２月１８日 第４６１会 NO.3４１発行 

会長/井上 久雄   幹事/大塚 章仁   週報委員長/ 陳  麗瓊 
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Engage Rotary, Change Lives ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を 

第４６１例会              
「２３日はロータリーの  

  誕生日」 
 
会長 井上 久雄 
 

 

会員の皆様今晩は。

先週は建国記念日で

休会でしたので二週

間振りの例会です。 



月日 会員数 出席 欠席 出席率 

2/18 23 19 4 82.6％ 

 

 

 

 

 

１、２月２７（木）「地区ロータリー財団補助金管理

セミナー」13 時～受付開始 越谷コミニュティプ

ラザ ポルティコーホール 登録料8000 円 

  出席者：会長、エレクト会長、次年度関係委員長 

２、３月６・７日（木・金）「会長エレクト研修セミ

ナー（PETS）ラフレさいたま 三上エレクト出席  

３、３月１８日（火）さいたま欅RC 創立十周年「ポリ

オ撲滅チャリティゴルフ大会」大宮ゴルフコース 

雨天決行 AM８時スタート 募集100 名 

４、３月１１日（火）「大宮南RC 合同例会」午後１２

時３０分 サンパレス 卓話テーマ「埼玉県の清

酒」埼玉県酒造組合 事務局長 岸和雄 様 

５、３月２３日（日）RLI（ロータリーリーダーシップ

研究会）パート２ 埼玉会館３階３C（JR 浦和駅

から五分）午前９時受付１０時から１８時まで 

  登録料４０００円 

６、３月２３日（日）「さいたま大空RC加盟認証伝達

式」受付１６時半～ ラフォーレ清水園 ３F 登

録料10.000 円 出席者は２月末までに振込 

７、シドニー国際大会「東京ナイトパーティー」ご案

内  調査中 

８、2014 シドニー国際大会「日本人親善朝食会」ご案

内 ６月１日（日）AM６時半～８時 

  ドックサイド、コックベイワーク２F 5000 円 

550 人 

 
《今週プログラム 》 
創立 10 周年記念事業 

 
野原哲夫副会長     小池10周年実行委員長 

 

 
《スマイル報告》＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
  井上 久雄会員 張さん、お久しぶりです。

春節楽しかったですか？お土産話楽しみにし

ております。もうすぐ米山の終了式ですね。

最後までロータリーを楽しんでください。 

  大塚 章仁会員 今週大雪は来ないみたいで

すよ。良かったですネ。本日もよろしくお願

いいたします。 

  野原 哲夫会員 前例会は田中直前 RI 会長

を迎え大変有意義な例会が出来ました。会員

の皆様感謝申し上げます。 

  伊藤 操会員 ご無沙汰しております。毎日

仕事に追われ苦しんでおります。今日一日よ

ろしくお願いします。 

  井上 博明会員 本日もよろしくお願い致し

ます。今日は AM10：30より地区チーム研修セ

ミナーに参加して参りました。例会にも参加

出来て嬉しいです。 

内木 滋郎会員 ご無沙汰で申し訳ございま

せん。記録的な大雪で、雪片づけで腰を痛め

てしまいました。本日はよろしくお願いいた

します。 

  小池 智修会員 伊藤さん久し振り、元気そ

うですね。随分儲けたでしょう？大雪降って、

２月はゴルフは１回も無です。 

  住吉 望会員 ポール・クラプトン・ミック。

次に来日するのはいつになるかわかりません

ので観ておきましょう。ドーム・武道館・ド

ーム。 

  高野 則子会員 週末の大雪は大変でした。

皆さん、怪我はしませんでしたか。今日も一

日よろしくお願いします。 

  陳 麗瓊会員 皆様ご無沙汰しております。

先月末に家族揃って上海で楽しいお正月を過

ごして来ました。今年息子が上海で留学する

ことに決まりましたので、少しほっとしまし

た。今日も宜しくお願いします。 

  冨澤 幸弘会員 昨夜のどを痛めてしまいま

した。皆様にはご健康に留意されますことを

お祈り申し上げます。 

  中村 芳彦会員 今日は１０周年事業、内容

が楽しみです。よろしくお願いします。 

  本多 正和会員 本日もよろしくお願い致し

ます。 

  三上 等会員 皆さんこんばんは。思わぬ大

雪で建物・什器・備品・車両の損害が多く発

生し大変忙しいです。本日もよろしくお願い

します。 

  茂呂 耕太会員 本日もよろしく御願いしま

す。 
２／18 2１,000 円（会員）累計 468,000 円 

（ビジタ）累計 94,000 円 

（2013. 7 月～） 

《出席報告》＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 

《幹事報告》     幹事 大塚章仁 

 

米山記念奨学金授与 
井上会長と張金愷様 


