会 長 あ い さ つ
会長

田口 修身

みなさんこんにちは。北朝鮮が
国際社会の反対を無視してミサ
イルを発射しました。平和のため
には大変物騒なことです。今朝、
アメリカのゴルフツアーで松山選
手がトップに並んでプレーオフ
に進み優勝しました。２勝目でとても嬉しいニュー
スです。
今日の例会の前に臨時理事会を開きました。２人
のメンバーの入会承認がされました。これで先週の
４人を含めて１０６人になります。１１０人は見え
ていますので１２０人の浦和クラブの背中もだいぶ
近くに見えてきました。今日は会員増強委員長の高
橋さん所用でお休みです。いつも言っています様
に、ひとりが一人を紹介していくという動きをこれ
から４ヵ月半続けていきましょう。現状の推薦状況
のリストが配られていますのでご確認ください。
会員が増えたあとの大事なことは、ロータリーク
ラブを十分に理解したよきロータリアンのたくさん
いるクラブになることです。ロータリークラブは世
界中で奉仕活動を行っています。どんなことを行っ
ているのか？今月でロータリークラブも設立１１１
年です。１１0年も続いているロータリークラブの
歴史はどうなっているのか？今までどんなことを
行ってきたのか知ることはとても大切です。今日は
地区の下さんに財団のお話を卓話でお願いしていま
す。理解の一助になればと思います。
また、今日は井上さんに「ロータリーの友」の解
説を行っていただきます。私も４年前、右も左もわ
からないときに広報雑誌委員長をやれといわれ、毎
月「ロータリーの友」の解説を行いました。解説す
るためにはしっかり読まなくてはいけない。そし
て、前の年の内山さんの丁寧な解説、伊田さんの歯

切れの良い解説を参考にしました。しっかり読む
と良いことが結構たくさん書いてある。ＲＩ会長
の考え、世界中の奉仕活動の紹介、ロータリー月
間にあわせた指定記事、ニュースなどです。
縦書きの日本の国内版は各地のニュース・奉仕
活 動 の 様 子 な ど 盛り だ く さ んで す 。 私 にと っ て
ロータリーを理解するうえで大変役立ちました。
クラブに入って間もない方、普段あまり読まない
方がいましたら是非一度熟読してください。この
積み重ねが良きロータリアンの集まりになり、人
数だけでなく、名実ともに埼玉県のロータリーク
ラブのリーダークラブになっていくことが出来ま
す。皆さんがんばって行きましょう。
清水恒信会員が次々年度のガバナー補佐を受け
ていただき、ありがとうございました。みんなで
しっかりサポートしていきましょう。今日の例会
もよろしくお願いします。

お客様ご紹介

中村雅之 副会長

第2770地区管理運営部門 クラブ活性化副委員長
下 和男 様(大宮シティＲＣ)
米山記念奨学生
朴 玉 順 様(戸田西ＲＣ)
青少年交換学生 Mariana Ramos de Carvalho
(マリアナ･ラモス･デ･カルバーリョさん)

戸田西ＲＣ米山記念奨学生
朴

玉

順

様

青少年交換学生
Mariana Ramos de Carvalho
(マリアナ･ラモス･
デ･カルバーリョさん)
デ･カルバーリョさん)

第２部

15：00

幹事報告
第３部
幹事

小木曽賢己

1、財団ニュースが届きました。２月のロータリーレー
トは１ドル１２０円で、１月と変わりません。
2、又財団の寄付総額ですが、日本は韓国を抜い
て世界で第二位となりました。１位はもちろん
アメリカです。（記憶に間違いがなければですが）
3、来週は１５日が振替休会で、１６日火曜日に
IMが開催されます。よろしくお願いします。

16：30
懇親会
16：50
18：20

18：30

講演 テーマ「日本のこころ」
講師 境野勝悟 先生
終了
３階
開宴の挨拶
手に手つないで
大締め
閉会の言葉
解散

次々年度ガバナー補佐

清水恒信 会員

委員長報告
ご挨拶がありました。

社会奉仕委員会
髙橋秀樹 委員長
本日は２点、皆様にお願いがございます。
まず１点目。３/２６(土)鉄道博物館でのナイ
トミュージアムです。会員の皆様の出欠席のご報
告と、会員の皆様の家族・親族、並びに会社従業
員 の ご 家 族 の 方 の 参 加 人 数 の ご 報 告 を２ / １ ９
(金)迄にお願いいたします。当日はロータリー
デーとしての活動であり、かつ約２０００名をご
招待する予定ですので、会員全員の出席を何卒宜
しくお願いいたします。
次に２点目です。当クラブと関係の深い大宮ろ
う学園から、２/２４（水）１０：３０～喫茶店
を開催する連絡をいただきました。折角のお誘い
ですので、積極的に参加していただきますようお
願いいたします。ご希望の方は１２日(金)までに
事務局にご連絡ください。

シスタークラブ委員会
新城盛辛 委員長
1、台湾の地震は、南投ＲＣ辺りでは被害が出て
いないので大丈夫だと思います。
2、南投ＲＣ訪問の出席者は現在6名です。旅行会
社には2月末迄待って頂きますので大勢のご出
席お御願い致します。

ＩＭ実行委員会
新見和男 委員
2月16日(火)インターシティ・ミーティングが開
催されます。場 所：清水園 式典：１階
時 間 13：30 登録受付開始
第１部 14：30 開会・点鐘
15：00 閉会・点鐘

ロータリーの友
広報・雑誌委員会
井上勝美 委員長
Ｐ 3 ＲＩ会長メッセージ 今月のラビンドラン
会長メッセージは「ロータリーで旅をする」
人生におけるかけがえのない経験は現実の世界で
は瞬く間に駆け抜けてしまうがその経験は私たち
の記憶の中に残り、いつでも明るく照らしつづけ
てくれます。見慣れぬ土地を訪れてもロータリア
ンが出迎え歓迎してくれます。活動すべきことが
あり、学ぶことあり、教えることがあります。
ロータリーで旅することで絆が築かれ、友情が生
まれ、生涯残る思い出となるのです。今年の5/28
から韓国ソウル第107回国際ロータリー年次大会
があります。
Ｐ 8 子どもたち、若い人たちが夢を持てる未来
の為に
Ｐ12 埼玉県和光ＲＣ 高校にタブレット贈呈
Ｐ 19 第2770地区で初 「ロータリーフェスタ
2015」10/25ＪＲ浦和東口駅前市民広場で開催の
記事 また10/24日今年３回目 2015ツールドフ
ランスさいたまクリテリウムの記事が載っており
ます。
Ｐ24～
24～27 ロータリー研究会リポート
縦 書 き Ｐ 4 ＳＰ ＥＥ Ｃ Ｈ「 努力 で夢 をか な え
る」スキージャンプ界のレジェンド 葛西紀明選
手 中学3年生の時大倉山の成人ジャンプ大会で
テストジャンパーとして飛んだ記録が本大会の優
勝者よりも飛距離が上回っていて影の優勝者葛西
紀明と翌日の新聞の見出しに掲載されたというエ
ピソード。負けることを一番大事にしていて負け
がないと勝ちたいと思わない。ワールドカップは
470戦17勝ほぼ負け この負けることが勝ちたい
という意欲、頑張るという意欲につながるとのこ
とです。

Ｐ 9 わがまちそしてロータリー 大阪府 東大
阪市
Ｐ13 友愛の広場
Ｐ 18 卓話の泉 真田一族と武田信玄公 皮膚と
アンチエイジング 食品衛生指導員とは
最近メディアで取り上げているのが見た目という
概念 漢方では肌、舌、体格をみる望診が重要で
西洋医学でも身体診断学が世界のスタンダードで
す。例えば 耳たぶのしわがある人はない人に比
べて心疾患にかかりやすい、動脈硬化により心疾
患の前兆ともいわれています。
Ｐ 22 ロータリーアットワーク 蓮田ＲＣ 収穫
したじゃがいもでロータリーと地域の絆 記事
Ｐ 25 浦和ダイヤモンドＲＣ 障害者の自立支援
の記事
Ｐ30 小川ＲＣ 地元商工会でバザー

例会主題・研修委員会担当例会
ゲスト卓話
地区管理運営部門
クラブ活性化委員会
下 和雄 様
(大宮シティＲＣ)
大宮シティＲＣ)
大宮シティＲＣの下です。本年度は地区管理運
営部門のクラブ活性化委員会に出向させて頂いて
おります。
地区補助金委員長時代におじゃまして以来の訪
問です。本日は貴重な時間を頂戴してＲ財団のお
話をさせてもらいに参りました。
卓話の前に先月急逝しました私のクラブの濱野
パストガバナーの葬儀に際し、こちらのクラブの
大勢の会員の方々にご会葬賜ったことに対しまず
もって厚く御礼申し上げます。
濱野パストはロータリー大好き人間でした。ク
ラブにとっても地区にとっても貴重な人材でした。
私をロータリアンとして育ててくれた恩人でもあ
りました。誰にでも分け隔てなく声をかけてくれ
る最高のロータリアンでした。我々ロータリアン
の目標でもありました。今月の19日に濱野年度の
地区副幹事が集まってそごうの「美濃吉」で偲ぶ
会をやらせていただきます。次年度も私の属して
いる管理運営部門の諮問としてご指導していただ
く予定でした。
さて本日はこちらの新井副会長さんのお声がけ
でおじゃまさせていただきました。増強をはじめ
グループや地区のお手本でもある大宮西さんで卓
話の機会を頂けた事に感謝申し上げます。
本年度私の所属している管理運営部門は「地区
とクラブの奉仕活動のお役に立つための部門」
で、財団部門はその「奉仕活動を行うための寄付
を頂戴しそしてその寄付を使って奉仕活動（ポリ
オ・奨学金・地区補助金・ＶＴＴ等）をして頂く
クラブのお手伝いをする部門」です。

こちらのクラブには大竹大先輩や藤池さん、木本
さん、渋谷さんそして次年度管理運営部門でお世
話になります荒井さんをはじめたくさんのロータ
リーの生き字引がいらっしゃいます。吉田さんは
財団の監査委員、会員増強部門で小沢さん、職業
奉仕の清水さん、ローターアクト・ＲＹＬＡの島
村さん、新見エレクトは地区で奨学委員会で頑
張っておられます。もちろん次年度もお世話にな
ります新井さんも次年度ＲＬＩの委員長としてお
世話になる予定です。
本日お配りした資料はクラブ財団セミナーを昨
年大宮シティでやらせていただいた時の資料で
す。お配りした資料（クイズ）をご覧下さい。
→ 説明
これからの財団は「グローバル補助金」を推進
していくことです。
森田パスト･･･「知らない」「見てない」「聞
いてない」だから俺には関係ないはダメです。
「俺が俺がのがを捨てて お陰お陰のげで生き
よ」感謝と感動のロータリーライフを皆様と一緒
に歩んで参りたいと思っております。
「学べども 奥深しロータリー
されど楽しき ロータリライフ」
本日はありがとう
ございました。

（※当日の配布クイズ及び
解答は別紙プリント有）

～ 次回例会 案内～
次回例会は、誕生祝いやロータリーの友解説の
他、大竹庄藏会員による「大宮西RC50年」の卓話を
予定しております。
ぜひ、大勢のメンバーのご参加をお願いいたしま
す。

