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今週の例会

2011 年 ９ 月２７(火)第 3４４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 クラブ協議会
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9 月２０日 第３４３回例会 ＮＯ．２６１発行

幹事/井上 博明

深

昌治

■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１０月 ８日(土)第 3４５回
■点 鐘
■例会場
新都心 けやき広場
■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」
■プログラム主題 社会奉仕事業

絆 を

週報委員長/秋本

め よ う

」

行事として定着しておりますが、今のような風習は
江戸時代から起こったようです。
暑さ寒さも彼岸まで、これからは日一日と秋の気
配が感じられることでしょう。
さて 10 月に入ると社会奉仕事業が控えておりま
す。会員の皆さんお総力を結集して、この事業を成
功させましょう。ありがとうございました。

ゲ ス ト 紹 介
会 長 挨 拶
皆さん、こんにちは。
本日の例会は、RI 国際ローター第 2770 地区第 3
グループガバナー補佐 岩崎 彰様をお迎えしており
ます。この後、ガバナー公式訪問のリハーサルがあ
りますので、よろしくお願いします。
さて昨日は敬老の日、そして 23 日は秋分の日と、
今週は祝日が 2 回あります。
ご承知のとおり、秋分の日は昼夜の長さがほぼ等
しくなる日で、彼岸の中日でもあります。ここから
日が一番短い冬至に向けて毎日 1 分 5 秒づつ日が短
くなり、そしてまた同じように日が長くなって春分
の日になります。今年は 23 日ですが、一年が正確
には 365 日ではないため、その年によって 22 日や
23 日等に変化します。
秋分の日は、国立天文台で算出されたものが閣議
決定され、前年 2 月 1 日に暦要項として官報に告示
されます。このように天文学に基づいて年ごとに決
定される祝日は世界的に見ても珍しいそうです。
最初に秋分の日は彼岸の中日と申し上げました
が、煩悩や迷いに満ちたこちら側の岸に対し、煩悩
を脱した悟りの境地を向こう側の岸である彼岸とい
ったようです。古来か太陽は信仰の対象とされてお
りますが、仏教においては極楽浄土は西にあるとさ
れており、真西に太陽が沈む春分の日や秋分の日は
極楽浄土への道しるべとなると考えられていまし
た。現在では、極楽浄土へ旅立った祖先を供養する

第３グループ
ガバナー補佐
岩﨑 彰様
知事へ表敬訪問をして参りました。知事はロータリー
についての認識を話され、青少年交換については、内
向的な今の若者を外へ飛び出すように育てなければ
いけないと話しておりました。
私はこれまで公式訪問を４回うけましたので、持てる
ノウハウをシェアしてつつがなく終わりますよう頑張り
たいと思います。リハーサルよろしくお願いいたします

大宮南東ロータリークラブ
会長 村松 秀樹様

村松 英明様

公式訪問の合同開催ありがとうございます。会員
が１１名に増えました。幹事はじめ大勢の出席で臨
みたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

青少年交換留学生
アスタさん
皆さん、こんにちは。日本語はと
ても難しいです。よろしくお願いしま
す。

幹 事 報 告
●役員理事会を 9/26 の夜間例会の前に変更いたし
ます。
●地区事務所より
①地区大会が開催されます。
11 月 12 日(土) ﾛｲﾔﾙﾊﾟｲﾝｽﾞﾎﾃﾙ
11 月 13 日(日) 春日部市民文化会館
②RLI パート 2 のご案内
③台風第 12 号災害義援金のお願い
●大宮 RC より、9/28 夜間例会登録者へチケットが
届いております。

クラブフォーラム
◎イニシェーションスピーチ
住吉 望会員
東野 良彦会員

２７年間営んでいる
葬祭業、昨今のお葬式
事情は・・・

子どもの頃から軍用
機（飛行機）に夢中。趣
味のお話・・・

スマイル BOX
■岩﨑 彰様（第 3G ガバナー補佐）
本日は誠に申し訳ありません。特別のはからいでリハ
ーサルを早めて頂きました。どうぞよろしくお願いしま
す。
■村松 秀樹様（大宮南東 RC 会長）
皆さん、こんにちは。本日はよろしくお願いします。
7/31～8/1、昨年度第３G 慰安研修会では、野原様、
奥様、片山様、井上様、大変お世話になりました。改め
てありがとうございます。八戸はあんなにいい所とは知
らなかったし、八戸三社祭は、思った以上に迫力があり
素晴らしかったです。今年度も是非合同開催、よろしく
お願いします。
■村松 英明様（大宮南東 RC）
楽しい例会に参加させてもらい大変ありがとうござい
ます。ガバナー公式訪問合同開催、よろしくお願いいた
します。いつも迷惑をかけております。よろしくお願い
いたします。
◆寺沢 良治会員
台風 15 号が心配です。本日は岩﨑ガバナー補佐をお
迎えしての公式訪問リハーサルであります。よろしくお
願いします。また、新入会員の皆様、イニシェーション
期待しております。
◇井上 博明会員
本日もよろしくお願いいたします。
◆井上 久雄会員
岩﨑ガバナー補佐、ようこそおいで下さいました。公
式訪問に向けてのご指導よろしくお願い致します。
◇内木 滋郎会員
ガバナー補佐 岩﨑様、ようこそお越し下しました。ご
指導よろしくお願いいたします。大宮南東 RC 村松会長、
村松様、交換学生 アスタさん、ようこそ。今日は秋の彼

岸の入りです。やっと涼しくなりました。イニシェーシ
ョンスピーチ楽しみにしております。
◆片山 金次郎会員
ガバナー補佐 岩﨑様、お忙しい中リハーサルにおい
でいただき感謝申し上げます。また、今日イニシェーシ
ョンスピーチの新入会員の皆様、頑張って下さい。リラ
ックスして気楽にやりましょう。浦和レッズも尻に火が
つきました。サッカーの神様、よろしくお願いします。
◇小池 智修会員
鶴ヶ島インターから圏央道に入り関越を高崎まで行き
北関東で栃木に入り東北道を猪苗代で下車、約 380km
を走り磐梯山へ行ってきました。湯の川温泉でゆっくり
して、久しぶりに大内宿の佐藤ギャラリーを見てきまし
た。枝豆（地場）がとってもおいしかったです。今朝 8
時に会津を出て、只今例会場に到着です。とっても疲れ
ました。アスタ、ようこそ。岩﨑様、久しぶり。村松さ
んも久しぶり。
◆住吉 望会員
皆様、こんにちは。ドイツ大会のエアーはコペンハー
ゲン経由、南アフリカ大会は、予選最終戦がロイヤルバ
フォッケンでのデンマーク戦、RC に入会してからデン
マークのアスタさん、何かご縁を感じます。本日は新入
会員イニシェーション、よろしくお願いいたします。
◇田中 修会員
岩﨑ガバナー補佐、本日はありがとうございます。ご
指導をよろしくお願いいたします。
◆内藤 憲会員
本日もよろしくお願いいたします。ガバナー補佐 岩﨑
様、本日はお疲れ様です。
◇中村 芳彦会員
ガバナー補佐 岩﨑様、南東 RC 会長、ようこそ。リハ
ーサル宜しくお願い致します。都心は「対テロ部隊」が
できそうで、日本も安全ではない、怖いですね。
◆野原 哲夫会員
新入会員の皆様のイニシェーションスピーチ楽しみに
しています。アスタも元気に過ごしていますが、会員の
皆様声を掛けてあげて下さい。岩﨑ガバナー補佐、公式
訪問の御指導お願いします。
◇東野 良彦会員
急に涼しくなりました。朝、家を出る時半そでで失敗
しました。デンマークからアスタさんをお迎えでき華や
ぎましたね。岩﨑ガバナー補佐様、ようこそいらっしゃ
いました。
◆本多 正和会員
本日は、岩﨑ガバナー補佐ようこそお越し下さいまし
た。明日は台風が来そうですね。心配です。
◇三上 等会員
岩﨑ガバナー補佐、ようこそいらっしゃいました。よ
ろしくお願い致します。アスタさん、ゆっくりしていっ
てね。南東 RC 村松会長、村松さん、よろしくお願いし
ます。

9/20 24,000 円

累計

201,000 円

出 席 報 告
月日

会員総数

出席

欠席

9/20

22

16

6

出席率
72.73％

