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次週の例会

今週の例会

2010 年 ９月２８日(火)第２９７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
社会奉仕事業について

９月２1 日

第２９６回例会

幹事/中山 祐太郎

2010 年１０月 ９日(土)第 298 回
■点 鐘
■例会場
新都心ｺﾝｺｰｽ
■ソング
■プログラム主題 社会奉仕事業

初 志 忘 れ ず

ＮＯ.２２７ 発行

週報委員長/秋本

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

新 た な 息 吹 を

」

北区区長とも交流し有意義な時を過ごすことができ
ました。10 月 9 日には大宮警察署と共催で、奉仕プ
ロジェクト社会奉仕事業として「交通安全・防災・事
故ゼロキャンペーン」を挙行することになっておりま
すが、多勢の子供たちや父母の参加を得、必ずや楽し
い実のある事業が成功裏に終わることを確信してお
ります。皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。
本日は職業奉仕委員会の卓話例会です。川上委員長
様よろしくお願いします。

■ゲスト紹介
■会長挨拶

片山 金次郎

皆様こんにちは。
本日は親クラブの増渕直前会長、井山直前幹事、よう
こそいらっしゃいました。また、地区の川上職業奉仕
委員長、本日の卓話ありがとうございます。
今週は秋の連休で休みが続きます。昨日２０日は敬
老の日で彼岸の入りでした。明後日の２３日は秋分の
日で彼岸の中日です。２６日の日曜日が彼岸明けにな
ります。暑さ寒さも彼岸までと言いますが、30 度以
上の残暑も今日、明日までで 23 日からは 30 度以下
の秋らしい日が続くようです。お彼岸とは、向こう岸
を意味する言葉で、この世から川向うの悟りの世界へ
渡る為に教えを守り、行いを慎む期間とされ、春分の
日、秋分の日と結び付き墓参りをする行事になったよ
うです。先祖を敬い亡き人を偲ぶ日と定められ、祝い
事は避けるべきとされております。また、この期間に
は、真っ赤な彼岸花（まんじゅしゃげ）咲きますが、
埼玉では日高の巾着田が名所となっています。今年は
暑さで開花が遅れているようです。皆様も気候が良く
なるこの時期に、是非一家安泰のために先祖の墓参り
はいかがですか。
さて先週の土曜日 18 日に、大宮警察署主催の交通
安全運動出発式が北区役所のあるステラタウン・ヨー
カ堂前広場で午前 10 時から行われ、野原Ｇ補佐、井
上社会奉仕委員長ら総勢 7 名で参加してまいりまし
た。関係団体の方も多く参加されており、警察署長・

【本日の卓話者】
地区社会奉仕委員長
川上 孝次郎様

さいたま中央ﾛｰﾀﾘｰクラブ
直前会長 増渕 一夫様
直前幹事 井山 一男様
前年度会長幹事には大変お世話になりました。あ
りがとうございました。
今年度片山会長よりいただきました合同例会のお
話を進めたいと思います。また、当クラブは、今年度
45 周年を迎えます。大きく盛り上げたいと思っており
ますのでご協力をお願いいたします。

■幹事報告

中山 祐太郎

●ガバナー事務所より
ポリオ撲滅チャリティーバザーの品物を 10
月 9 日(土)までにけやき広場バザー出店会場へ
お持ちください。当日のお手伝いのお願いもき

ております。
●第３グループより
うござ
第３・第４Ｇ合同名簿が出来上がりました
◆片山 金次郎会員
ので、配布いたします。

■卓

話
「今日は 職業奉仕委員会です」
職業奉仕委員長

川上 孝次郎

職業奉仕委員会は中村Ｇ年度から大塚Ｇ年度
まで健康保持増進委員会と職業倫理委員会と 2 つ
の委員会からなる委員会でした。井橋年度から 1
委員会として独立しました。
皆さん、ロータリーの始まりは？と聞かれると
1905 年（明治 38 年）2 月 23 日に米国イリノイ州、
シカゴの青年実業家ポールＰ・ハリス、ガスターバ
スＥローア、シルベスター・シール、ハイムラーＥシ
ョーレ、の 4 人で作り全世界に広がりました。その
時代は、まだ馬車が全盛期の時代でライト兄弟が
飛行機を 2～3 分間空に飛んだ時代です。弁護士
のポール・ハリス、石炭商のシルベスター・シール、
鉱山技師のガスター・ローア、洋服商のハイムラ
ー・ショーレーがガスター・ローアの事務所でポー
ル・ハリスが長年温めたアイデアについて語りみん
なで話し合い会議を開きました。
お互いの事業、または職業の結び付きを通じて、
友好的交流を築くことができるはずであり、またそ
うするべきである。仕事の上での関係が、友情の
妨げとなることはないとポールは考えました。
ロータリーのような運動が始まる時期としては、
20 世紀の初め程よい時期は無かった。シカゴを悩
ませていた悪は、アメリカの至る所で見られ、ビジ
ネスは毒されただ単に儲ければ良い、儲けるため
にはどんな事をしても、たとえだましてもだまされる
方が悪い。そんな風潮の時ですから、ロータリアン
同士の取引は、取引委員会みたいなものがあり、
うそ、偽りの無い取引、しかも原価に近い値段で取
引されロータリークラブ内で伝票、品物までチェック
されました。

■スマイル報告
■川上 孝次郎様（地区職業奉仕委員長）
地区職業奉仕委員長の川上です。本日は卓話に来ま
したが、私の話でわかるかどうか？
■増渕 一夫様（さいたま中央ＲＣ 直前会長）
昨年は田中会長、寺沢幹事様には大変お世話になり
まして、誠にありがとうございました。本日は御礼の
表敬訪問に参りました。どうぞよろしくお願い申し上
げます。
■井山 一男様（さいたま中央ＲＣ 直前幹事）
前年度は大変お世話になりました。遅くなりました
が、御礼にお伺いさせていただきました。

◆片山 金次郎会員
本日は地区職業奉仕委員長の川上様には、お忙しい
中卓話に出向いていただき心より感謝申し上げます。
勉強させていただきます。また、さいたま中央ＲＣの
直前会長 増渕様、直前幹事 井山様、表敬訪問いただ
きありがとうございます。今後ともご指導よろしくお
願いいたします。
◇中山 祐太郎会員
さいたま中央ＲＣ直前会長 増渕様、直前幹事 井山
様、当クラブへようこそお越しくださいました。職業
奉仕委員長 川上孝次郎様、卓話よろしくお願いいた
します。
◆井上 久雄会員
地区職業奉仕委員長、本日はようこそおいで下さい
ました。卓話よろしくお願いいたします。親クラブで
あるさいたま中央ＲＣ直前会長 増渕様、直前幹事 井
山様、ようこそおいで下さいました。本日もよろしく
お願いいたします。
◇内木 滋郎会員
国際ロータリー第 2770 地区 職業奉仕委員会の川
上孝次郎委員長には大変お忙しいところありがとう
ございます。皆様とともに改めて勉強したいと思いま
す。またさいたま中央ＲＣ 増渕様、井山様、ようこ
そお越し下しました。日頃のご指導に感謝申し上げま
す。
◆清宮 義雄会員
地区職業奉仕委員長の川上様、本日はご多忙のとこ
ろ卓話ありがとうございます。さいたま中央ＲＣの増
渕様、井山様、本日はようこそ。
◇小池 智修会員
やっと涼しくなったと思ったら、また暑いですね。
福島も野菜がたくさん取れて、カブ、大根、春菊、ホ
ウレン草、人参、トマトなど 6 種類がなっています。
川上様、今日の卓話よろしくお願いします。さいたま
中央ＲＣ増渕様、井山様ようこそいらっしゃいました。
本日もよろしくお願いします。
◆田中 修会員
川上地区職奉委員長様、本日は卓話よろしくお願い
いたします。さいたま中央ＲＣの増渕直前会長、井山
直前幹事様、昨年はいろいろとお世話になりました。
◇寺沢 良治会員
あと 2～3 日で長かった暑い日も終わりそうです。
さいたま中央ＲＣ増渕様、井山様、卓話でお越しの地
区職奉委員長川上様、よろしくお願いいたします。
◆三上 等会員
本日は、地区職業奉仕委員長の川上様、卓話よろし
くお願いします。さいたま中央ＲＣ直前会長 増渕様、
直前幹事 井山様、ようこそいらっしゃいました。
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18,000 円

累計

237,000 円

■出席報告
月日

会員総数

出席

欠席

出席率
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16

13

3

81.25％

