
 

  

 

 
 

2014-2015 年度 RI テーマロータリーに輝きを 「Light Uｐ Rotary」

 
 

会長挨拶        会長三上 等 
          

原点に戻ろう 29 名！みんなのクラブ 

 
皆さんこんばんは。 

本日は野原研修ロータリー情報委員長に「ロータ

リアンとの出会い、親睦、信頼」をテーマに卓話を

お願いしました。ロータリーに入会してからの色々

な話を聞けると思いますので、是非今後のロータリ

ー活動の参考にしたいと思います。 

さて、昨日第三グループの会長、幹事会が大宮の

京園で開催されました。地区大会の御礼と言うこと

で、沖田大会実行委員長、島田大会委員長、江川地

区幹事、北西地区大会幹事も参加されました。議題

としては 

① 2015 年 2 月 24 日（火）に開催されるＩＭに

ついて 

② 「ジャパン・ロータリーデーⅡｉｎ東京」に多

くの参加者の依頼について 

③ 新会員入会速報について 

④ 第三、第四グループポリオ撲滅チャリティゴル

フコンペ（4 月 16 日）について 

等の議題でした。2 月 24 日のＩＭについては全員登

録になっておりますので、宜しくお願い致します。

また、本日 17 時 30 分より役員・理事会が開催され

ました。 

① 会員増強維持部門委員会の上期報告 

② 社会奉仕部門委員会の事業報告 

③ 会長ノミニーの件…現在立候補者はいません 

④ 事務局年末年始（12月 26日～1月 5日迄休み） 

⑤ 家族クリスマス例会（12 月 16 日）、新年例会

（1 月 6 日）について 

等の議題でそれぞれ承認されました。 

来週は年次総会です。出席の程宜しくお願い致しま

す。 

感謝 

幹事報告      幹事 陳 麗瓊 
 

【地区より】 
1. 12/1 18：00～ 京園に於いて 

 「会長幹事会」が開催、会長、幹事が出席。 

【クラブより】 

1. ロータリーデーＤＶＤが完成しました 

㈱シーフォーアイ製作です。 

2. 12/4 ゴールド佐野に於いて 

「さいたま欅ロータリークラブゴルフ大会三上杯」が

開催、１０名参加します。 

 

 

今週の中国語 ・・・・・・・・・・・・・ 

 

今週のセレモニー・・・・・・・・・・・・・ 

 
 

新会員        

 

新会員紹介（小橋川崇様＆三上会長）  

 

 
 ＥｎｄＰｏｌｉｏ賞受賞（小池副会長＆三上会長） 

 

 
 ＲＬＩ終了証授与（小川会員&三上会長） 
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没関系 意味： 大丈夫 

 



月日 
会員 

総数 
出席 欠席 出席率 

12/2 20 17 3 85％ 

 

 

 

プログラム・・・・・ 
「ロータリーの目的」と「四つのテスト」

  

            
「ロータリーの友」を読むことは、ロータリアンの

三大義務の一つでありますが、ロータリーを理解す

ることと人間学の勉強には最良の情報です。 

左から 6 ページに毎回「ロータリーとは」「RI テー

マ」「ロータリーの目的」「四つのテスト」が掲載さ

れています。是非このページだけは毎回読まれ、こ

の内容を正しく理解してください。あらゆる会社や

組織には、変えることの無い不易の社訓や目的があ

り、困ったときや問題解決の際の拠りどころとなる

ものです。過去は変えられないが、その歴史から学

ぶことがあり、後退してはなりません。「ロータリー

の目的」「四つのテスト」を再度理解してみましょう。 

☆ロータリーの目的 

意義ある事業とは？・・ 

企業の根底として、最高のサービスや製品の提 

供等をする価値ある企業活動をいう。 

奉仕の理念とは？・・ 

他への思いやりの心、助け合いの心、他人のお 

役にたつ行いをしようとする心→→寛容・慈 

愛・忍耐→→人から感謝されることを実践する 

★ロータリーの目的は、奉仕の理念を奨励すること。 

第 1 知り合いを広め（クラブ内外に）、親睦し、信 

頼を深め、奉仕をする。 

第 2 職業道徳の水準を高め、職業の品位を保つ 

役立つ仕事は全て価値あるとは？・・ 

社会に必要とされる職業 

高潔とは？・・個人に対しては、「人柄が立派 

で、利欲のため心を動かされない。心が気高く、 

清らかな人」である。職業では「品格や品位を 

保つ」である。よって、毎日が職業奉仕であり 

「職業奉仕はロータリーの金看板」である。 

第 3 奉仕の理念を常に意識して、全ての生活をする。

社会奉仕 

第 4 国際奉仕 

★ロータリー活動は、人を愛し、人と触れ合い、人

を育てることを目的とした人道奉仕活動である。 

 

スマイル報告・・・・・・・・・・・・・・・ 

 三上 等会長 先日は 500回記念例会が盛大

に行われました。ありがとうございます。本

日は研修ロータリー情報委員長の野原様、卓

話よろしくお願い致します。 

陳 麗瓊幹事 小橋川さん、入会おめでとう

ございます。本日も、宜しくお願いします。 

小池 智修副会長 寒くなりました。早く会

長ノミニーを決めて下さい。 

内木 滋郎Ｐ会長 師走に入りました。本日

は第 47回衆議院選挙が公示されました。豊か

な日本、強い日本を目指す政治へと前進させ

たいとの思いです。浦和レッズ最終戦まで諦

めません。有終の美を飾りたい。 

野原 哲夫Ｐ会長 本日は、クラブ研修リー

ターとして「ロータリアンとの出会い、親睦、

信頼」について卓話させていただきます。 

井上 久雄Ｐ会長 今日は 501例会、新たな

スタートです。1000例会目指して頑張りまし

ょう。 

大塚 章仁会長エレクト 皆さん、こんばん

は！車で横浜から 1時間 45 分かかりました。 

伊藤 操会員 師走になりました。皆様もお

忙しい事と思いますが暇より良いので頑張り

ましょう。今日もよろしくお願い致します。 

本多 正和会員 野原研修Ｒ情報委員長、卓

話をよろしくお願いします。 

中村 芳彦会員 本日の卓話、野原パスト会

長楽しみにしています。小橋川新会員ようこ

そ、本当にお待ちしておりました。 

冨澤 幸弘会員 本日も宜しくお願いします。 

小川 松雄会員 お久しぶりの例会、仕事ば

かりですいません。 

茂呂 耕太会員 小橋川さん、入会していた

だきありがとうございます。楽しくおつきあ

い頂ければと思います。 

高野 則子会員（スマイル報告） 本日は野

原さんのお話を楽しみにしております。一日

よろしくお願いします。 
 
12/2 26,000 円（会員）累計 399,000 円 

（ビジタ）累計 102,500 円 

（2014.7 月～） 

 

例会日 毎週火曜日 点鐘 19:00  

例会場 ラフレさいたま 5 階  

事務局 さいたま市中央区上落合 1-3-16-205 
 

 

  

 

 ソウル 浦和店 全室個室 
TEL 048-840-1213OPEN 17：00 定休日無 

 

ロータリー情報委員会 

野原 哲夫様 

会長やガバナー補佐並びに

RLI 等で学んだことを話さ

せていただきます。 

 

、 
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