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′-　　第1317回

2015年3月3日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル21F

ソング｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣

卓　話｢フィリピン国際奉仕プロジェクト

視察報告｣

国際奉仕プロジェクト委員会

第1318回

′′､　　2015年3月10日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢我等の生業｣

卓　話｢銀座に学ぶ人間学｣

銀座のママ･作家

白坂亜紀様

地区テーマ

ロータリーは人づくりそして奉仕

第1316回･ 2015年2月24日(火)

司会　飯田晃生副幹事

点　　鐘12:30　吉田律子会長

ソ　ン　グ｢2770地区の歌｣

ソングリーダー宮坂秀樹会員

会長挨拶　吉田律子会長

幹事報告　横田　元幹事

委員会報告　クラブ運営管理委員会

富樫　孝委員長

国際奉仕プロジェクト委員会

栗林幹-委員長

国際奉仕プロジェクト委員会
山中重則委　員

地域奉仕プロジェクト委員会

中川泰次郎社会奉仕担当委員長

北斗会
星野和央会長

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

熊田満子委員

出席報告　クラブ運営管理委員会

清水敏夫委員

卓　話｢イニシエーション･スピーチ｣

斉田英子会員

点　　鐘13:30　吉田律子会長



ナしき-象
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2月の第一週に体調を崩しまして､皆様にはご迷

惑をおかけいたしまた｡お詫び申し上げます｡

体調が回復致しましたので､また､皆様と一緒に

やっていきたいと思います｡

本日､ノーザングアムロータリークラブの皆様が

お見えになりますので､午後6時より歓迎会を｢千

代田｣にて開催いたします｡

また､今週から3月にかけまして沢山のセミナー

や各クラブの周年記念がおこなわれます｡

3月8日が岩槻東ロータリークラブ､ 3月28日浦和

西ロータリークラブ､ 4月29日には八潮ロータリー

クラブが帝国ホテルで創立40周年を行います｡

私どものクラブも､もうすぐ30周年を迎えますので､

皆さんのご協力をお願いいたします｡

昨日の会長幹事会で､バングラディシュの検証ツ

アー3月10日～14日で行われる予定でしたが､諸般

の事情から中止になりましたので報告いたします｡

天皇皇后両陛下は4月8日･ 9日に､パラオに戦

後70年を経過し､慰霊のために一泊でお発ちになり

ます｡

私どもの神社では安全祈願祭をおこないます｡ご

無事にお発ちになり､お帰りいただきますよう祈念

いたします｡

本日のイニシエーション･スピーチ､斉田会員よ

ろしくお願いいたします｡

クラブ運営管理委員会　富樫　孝委員長

□3月3日(火)の例会は､ 21階スカイバンケットで

の開催となります｡お間違えのないようお願い致し

ます｡

□3月31日(火)の卓話は､神坂会員の｢さいたま市の

現状｣に題名を変更いたします｡
ロ3月は盛りだくさんのプログラムになっております｡

皆様のご出席をお願いいたします｡

国際奉仕プロジェクト委員会　要林幹-委員長
ノーザングアムロータリクラブメンバー歓迎会を本

日18:00より｢千代田｣にて開催致します｡メンバー

7名を浦和駅に出迎えます｡クラブのお土産と柳会

員のご好意でメンバー全員にお土産を渡します｡約
2時間楽しんでいただきます｡

Light Up Rotary
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□2月14日のIM､ 27名の方の御参加をいただきまし

た｡ご苦労様でした｡

□3月のロータリーレート､ 1ドル-118円です｡

ロフィリピン国際奉仕プロジェクト視察検証ツアー

が2月8日より11日まで行われ､無事行ってまいり

ました｡

□RLI(ロータリー･リーダーシップ研究会)パートⅢ

のご案内が届いております｡ 5月17日(目)､受付9:00　′ヽ

時へ　開会9:30､会場埼玉会館7階

□職業奉仕トワイライトミーティングのご案内が届

いております｡ 3月27日8金)､点鐘17:00､会場パレ

スホテル大宮4階ローズルーム

ロ昨日第2グループ第6回会長幹事会が開催されま

した｡会場浦和ロイヤルパインズホテル5階赤松､

2月6日時点の会員純増数第2グループでは15名､

地区では162名純増｡

財団寄付状況､米山寄付状況について報告がありま

した｡また､人頭分担金は請求書発行1月1日から

4月末日までに全額納入しなかったクラブは加盟終

結となります｡再加盟には､ 1人30ドルの加盟料が

必要になります｡

□ 3月14日(土)第1319回例会は移動奉仕例会｢第10

回見沼田んぼキレイきれい大作戦｣になります｡ 3

月17日(火)の振替｡

地域奉仕P委員会中川泰次郎　社会奉仕担当委員長

3月14日(土)移動奉仕例会｢見沼田んぼキレイきれ

い大作戦｣のご案内　集合:9:00

場所:見沼臨時グランド　点鐘:9:10

開始:9:30　昼食: ll:30より斉田会員の｢一休｣

国際奉仕プロジェクト委員会　山中重則委員

2月4日､グランパシフイツクホテルでRI会長をお

迎えして､ JAPAN　ロータリーデーIN　東京が開

催され､山中･鈴木･飯田･柳会員の4名で参加し

ました｡全国から約200名の参加者でした｡席はバラ

バラで交流が図れるようになっていました｡ノーザ

ングアムのロベルト･フラッカシーニ氏もみえてお

りましたのでご挨拶しておきました｡
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a T-- I-i:- 斉田英子会員

先日は長男の結婚祝いをいただきありがとうござ

いました｡無事に挙式をすませることができました｡

昨年11月に入会させていただきましたが､まだ､

右も左もわかりません｡ロータリークラブは私にと

って無縁のものだと思っておりましたが､会長さん

はじめ会員の方々にお誘いをうけ､とまどいがあり

ましたが自分も成長したい､一つでも奉仕ができれ
′~＼ばよいかなと思い入会させていただきました｡

生まれは川口､育ちも川口､学校も川口です｡最

初の就職は日本橋にある証券会社でした｡ 5年程事

務をやっておりました｡その後､戸田のレジスター

の会社に勤めました｡そこで今の主人と出会い結婚し､

浦和の大門に住むようになりました｡その頃は､バ

スは1時間に1-2本､東川口の駅ができても駅前

は草荘々という時期に大門に越してきました｡

家族は､主人と主人の母との3人暮らしでした｡

主人の父親は戦死して､主人は父親の顔を知りませ

んでした｡母は大変苦労して主人を育てたそうです｡

食べものも家もなく､親戚の家をまわって生活をし

ていましたので主人はずいぶん苦労したという話し

を聞きました｡

結婚後､地元の埼玉園芸市場に縁あって勤めました｡

多忙で､帰宅は子どもが寝てからです｡子どもと会

′､､話することはほとんどありませんでした｡給料より

残業代のほうが多いという状況でした｡

その頃は､子どもは産みっぱなし､子育ては主人

の母親という状況でしたが､今になって考えるとお

ばあちゃんに育ててもらって子どもも幸せだったの

ではないかと思います｡母には感謝しております｡

そんな時､主人がサラリーマンを辞めて自分でや

りたいと言い出しました｡私が協力できることは､

花に関しての仕事なので､まず花屋さんを始めました｡

花屋を10年はどやりました｡

子どもも大きくなり､それぞれ独立しました｡娘

の成人祝いにハワイに行きましたところ､感化され

たのかハワイに留学しました｡その後､オーストラ

リアに行きましたが､またハワイに戻り20年位にな

ります｡縁あってハワイの人と結婚し､子どもが一

人おります｡

それを見ていた長男が自分も海外に行きたいと､

料理学校を出てオランダのアムステルダムのホテル

ロータリーに輝きを

オークラにいきました｡オークラで修行して帰って

きて､主人と一緒に今のところで10年ほどやりました｡

私も仕事をしながら一休の手伝いをしていましたが､

母の介護もしなくてはいけないと勤めをやめました｡

息子は仕事大好きで｢一休｣の仕事を夜中までや

っております｡子どもも授かったようです｡北東ク

ラブの皆さんにも一休にお出で頂きありがとうござ

いますo　今後ともよろしくお願いいたしますo

平成27年2月24日(火) 18:00-　割烹｢千代田｣



吉田律子会長　春が来たかと思わせる三日間でしたが､

今日は肌寒さを覚えますね｡自信がありすぎて2

月の第一週に体調を崩して失敗しました｡ご迷惑

をかけました｡お詫び申し上げます｡今週も来週

もセミナーや行事が多いのですが､皆様も体調に

気をつけてお励み下さい｡楽しく残された任期の
ロータリー活動に励みたいと思います｡本日夕刻､

グアムのノーザングアムロータリークラブより7

名をお迎えします｡

石井孝一副会長　斉田英子会員､本日のイニシエー

ションスピーチ楽しみにしております｡頑張って

下さい｡ 2月28日は見沼ふれあいの会のジャガイ

モ植えです｡会員の方､宜しくお願い致します｡

横田　元幹事　皆さまこんにちは｡ 2月14日､ IMご

出席おつかれ様でした｡ 27名の方が参加でした｡

本日､イニシエーションスピーチ斉田さん頑張っ

て下さい｡

大島雅文会員　月初は誕生日祝いをいただきまして

ありがとうございます｡

星野和央会員　初体面の挨拶を聞くような､新鮮な

感覚です｡斉田会員がんばって!

豊田愛祥会員　本日夜にノーザングアムの会長幹事

他の役員達が当クラブを訪問に来ます｡どの人達

も人懐こい人ばかりですので､肩の凝らない会合

です｡皆様の御参加をお待ちしております｡

篠原唯史会員　本日は斉田英子様イニシエーション

スピーチ楽しみです｡

内田康信会員　斉田さん本日のイニシエーションス

ピーチ楽しみにしています｡

斉藤忠治会員　斉田会員､本日のイニシエーション

スピーチ頑張って下さい｡昨日2月23日(目)夕方

6時47分頃緑区役所にある｢河津桜｣がNHKで放

映されました｡もう少しで春ですね｡

囲谷昭吾会員　ここ数日､大分暖かくなり桜の花も

間もなく開花となるでしょう｡しかし､ 22日～23

日の一泊で群馬県下の敷島温泉に行きましたが､

未だ寒く雪も大分残っておりました｡今日の卓話､

斉田会員よろしくお願いします｡期待しております｡

富樫　孝会員　本日のイニシエーションスピーチ､

斉田会員宜しくお願い致します｡

宮坂秀樹会員　今日はノーザングアムロータリーク

ラブの皆様が来るので､久々に千代田に行きます｡

飯田晃生会員　皆様こんにちは｡本日のイニシエー

ションスピーチ､斉田会員宜しくお願いします｡

楽しみにしております｡

斉田英子委員　先日は長男の結婚祝いありがとうご

ざいました｡今日のスピーチは2-3日前からド

キドキです｡

繰越金815,030円　本日36,000円　計851,030円

平成27年2月14日

土曜日

浦和ロイヤルパイ
ンズホテル

点鐘1 6:00

北斗会　星野和央会長

先週2月18日､北斗会を開催しました｡北斗会は会

長経験者で構成されています｡当クラブの会長経験
者は17名､参加者は10名｡横田次々年度会長を激励
しました｡
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例会日　毎週火曜日12:30-13:30　　会　長

例会場　浦和ロイヤルパインズホテル　会長エレクト
TEL 048-827-1 1 1 1　　　　　　割

事務局　さいたま市浦和区高砂2-4-3　　幹

内田ビル3階〒330-0063　　　S

長事A会　　A

TEL 048-814-0450　　　　　　　副幹事

FAX 048-81 4-0460　　　　　　クラブ広報委員長

子行一元央生一律信孝　和晃謙田田井田野田作吉町石横星飯矢
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