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■会長挨拶
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会長エレクト

次週の例会

今週の例会

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

１月 ２５日

第３１１回例会

幹事/中山 祐太郎

201１年 ２月 ８日(火)第 31３回
■点 鐘
1６時２0 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 第３グループ
ＩＭ/合同大懇親会

初 志 忘 れ ず

寺沢 良治

皆さんこんにちは。
本日は第 311 回例会です。片山会長が所用によ
り欠席されておりますので、私くし寺沢が会長に代
わりひとことご挨拶させていただきます。
まず、今日の例会プログラムの外部卓話として、
「地区ロータリーの友」代表委員である瀧田和雄様
を講師としてお招きしており、この後卓話を戴くこ
とになっております。瀧田様、よろしくお願いいた
します。
先日、テレビのニュース番組で、ある百貨店の催
事場が特集されておりました。その内容は、インタ
ーネットによる「全国お取り寄せ食品」の中から、
お取り寄せの人気の上位数十社が催事場でお客様に
商品を試食してもらったり、販売したりするという
ものです。さらに、出店した中から、お客様の人気
投票により一位となった店舗には、全国のコンビニ
で販売展開する権利が得られるというのです。一位
となった店舗にとっては、まさにビッグチャンスを
モノに出来る訳です。この催事に出店していた北海
道の礼文島にあるお店は、インターネットによる販
売を行ったところ、これまで年商が数百万円だった
ものが、年商８億円まで売り上げが伸びたそうです。
今や消費者は、いながらにして全国のいや世界中か
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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 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

新 た な 息 吹 を

」

らお気に入りの商品を取り寄せることが可能になり
ました。しかし、今年のお正月に話題となった「ス
カスカのおせち料理」のように詐欺まがいの商品も
あるわけですから、買う側もある程度のリスクを負
うことも承知しておく必要がありそうです。
知りたい事や解らない事をインターネットで調べ
ると膨大な量の情報を与えてくれます。また、現在
の就職活動においては、企業説明会へのエントリー
はインターネットからというのが一般的だそうで
す。インターネットは我々にたくさんの便利さを享
受してくれる半面、インターネットによる犯罪も多
く発生しております。犯罪に巻き込まれないような
利用方法を選択することが大切だと思います。今後
は高齢者であっても、
「アイフォン」や「スマートフ
ォン」などのツールを自在に使いこなさなくてはな
らなくなるのではないでしょうか。かくいう私くし
もそうですが、機械系は苦手という人も今から使い
慣れておく必要があると思います。いくら便利な世
の中になったといっても、人と人とが顔をつき合わ
せ言葉を交わし、知恵を出し合い、そして協力しな
がら物事を進めていくことは絶対になくなることは
ありません。このロータリークラブはまさに人間系
の活動そのものだと思います。機械系を上手に利用
しながら、この人間系の活動をさらに広げていく努
力をしていきたいと思います。
１月は「ロータリーを理解しよう月間」です。会
員は毎月の「ロータリーの友」を必ず受読し、これ
からもロータリー精神の理解に努めてまいりましょ
う。
ありがとうございました。

■ゲスト紹介
【本日の卓話者】
ロータリーの友
地区代表委員

瀧田 和雄様

■幹事報告

中山 祐太郎

●ガバナーエレクト事務所より
2011～2012 年度地区役員 委嘱

ローターアクト・ライラ委員長

三上

等

新地区補助金運営小委員

井上 久雄

●米山記念奨学委員会

表 彰

米山功労者（1）
本多 正和会員

■卓

話
ロータリーの友地区代表委員

瀧田 和雄様

1.「Rotary World Magazine Press」について
ロータリアンが毎月手にされるのを称して
「Rotary World Magazine Press」と呼んでいます。
世界的に公式なのが「THE ROTARLAN」と世界 31 地
域で発行されている「地域雑誌」のことを RWMP と
いいます。「THE ROTARLAN」が RI の公式雑誌であ
り「地域雑誌」は RI の地域雑誌としての要件を満
たした RI 理事会の指定雑誌ということができま
す。世界 31 地域の中の一つが我が「ロータリーの
友」です。
2.「ロータリーの友事務所」の法人化について
3.あなたの原稿が「友」に確実に載るコツ
◎新鮮なネタを提供する
◎日本全国の人が読むということを意識して原稿
を書く
◎読者が興味を持ち役立つことを書く
◎事前に活動の流れを確認して、どのような写真
を撮るかを考えておく
4.『皆様のクラブ活動記事を全国へ発信しましょう』
「ロータリーの友」
：①卓話の泉 ②友愛の広場
③ロータリー・アット・ワークを通して 2302 のク
ラブへ活動を発表しましょう！！
また、現在先行して募集しております「この人、
この仕事」へは卓越したロータリアンのご紹介を、
次年度の表紙を飾る「日本の今を切る」へは、
「日
本の今」をあらわしていると思う風景を、皆様の
投稿をお待ちしております。
＝ 卓話資料より抜粋させていただきました ＝

しい中卓話ありがとうございます。残念ながら業界の
合同新年会があり立場上欠席するわけにもいきませ
ん。前から瀧田様のお話を聞きたかったのですが申し
訳ありません。今後また、機会がありましたらよろし
くご指導をお願いいたします。
◇中山 祐太郎会員
ロータリーの友地区代表委員 瀧田和雄様、卓話よ
ろしくお願いいたします。本日もよろしくお願いいた
します。
◆伊藤 操会員
今日一日よろしくお願いします。
◇井上 久雄会員
瀧田委員長ようこそおいで下さいました。例会に遅
れて申し訳ございませんでした。
◆内木 滋郎会員
国際ロータリー第 2770 地区ロータリーの友代表
委員 瀧田様、ようこそお越し下さいました。本日は
卓話ありがとうございます。今後ともさいたま欅ロー
タリークラブご指導よろしくお願いいたします。大寒
は過ぎましたが、厳しい寒さが続きます。カゼをひか
ぬよう気をつけましょう。
◇清宮 義雄会員
ロータリーの友地区委員の瀧田様、ご多忙のところ
本日は卓話ありがとうございます。
◆小池 智修会員
2 月 8 日 ＩＭが近付いて来ます。ガバナー補佐も
大変ですね。昨日も会長幹事会で夜 10 時ころまで会
議、毎日御苦労様です。今日は瀧田ロータリーの友地
区委員長の面白い話を聞けるというのではるばるや
って来ました。よろしくお願いします。
◇寺沢 良治会員
本日はロータリーの友代表委員の瀧田和雄様、よう
こそおいで下さいました。卓話よろしくお願いします。
◆内藤 憲会員
地区ロータリーの友代表委員 瀧田和雄様、本日は
ご多忙にもかかわらず卓話をいただきありがとうご
ざいます。1 月は早々に過ぎ 2 月が目前です。インフ
ルエンザに気をつけがんばりましょう。
◇野原 哲夫会員
瀧田ロータリーの友地区委員、ようこそお越し下さ
いました。卓話楽しみにしております。2 月 8 日ＩＭ
よろしくお願いします。
◆本多 正和会員
本日は地区ロータリーの友代表委員 瀧田和雄様、
ようこそお越し下さいました。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。
◇三上 等会員
地区ロータリーの友代表委員 瀧田様、ようこそい
らっしゃいました。卓話よろしくお願い致します。
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■スマイル報告

24,000 円

累計

561,000 円

■出席報告

■瀧田 和雄様（地区Ｒの友代表委員/岩槻中央ＲＣ）
ご一緒にロータリーの友を勉強しましょう。

月日

会員総数

出席

欠席

出席率

◆片山 金次郎会員
本日はロータリーの友地区委員の瀧田和雄様、お忙
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72.22％

