
今日の例会
2月20日（木）第1409例会
例会時間：19：00
例会場所：さいたま商工会議所会館２階第一ホール
テーマ：｢さいたま観光大使のお仕事｣
卓話者：漫画家 あらい太朗 氏

次回の例会
2月27日（木）第1410例会
例会時間：18：30
例会場所：「満寿屋」
テーマ：｢還暦古希傘寿お祝い例会｣
対象者：村上基一・井上彰・長沼威・小峰保会員

2020.2.6 第1407回例会週報
2020.2.14 第1408回例会週報

相原 章幹事 村上基一会長

会長挨拶 会長 村上基一

幹事報告 幹事 相原 章

□ゲストビジターの紹介

米山奨学金授与

・ 2月 ロータリーレート 110 円
・ 2/21(金)地区ロータリー財団補助金管理セミナー
川口市民ホール『フレンディア』13:30（相原・尾崎）
・ 2/27₍木₎18:30 還暦古希傘寿お祝い例会
満寿屋 18：30点鐘（時間変更）

・ 3/7₍土）埼玉会館 ９:30開始 RLIパートⅢ（尾崎・村瀬）

先日、浦和東ロータリークラブの創立50周年記
念事業に小宮ガバナー補佐、横田ガバナー補佐
幹事、相原幹事、と4名で参加して参りました。
４日当クラブの創立30周年記念ゴルフ、式典の
案内をさいたまシティロータリーに相原幹事、に訪問して頂き、
本日も梶間委員長と、さいたま中央ロータリークラブへ、PRに
行って参りました。同行していただいた皆様、誠に有難うございま
した。
月曜日は節分でした。ところでみなさんは節分っていつ、と聞か
れましたら「2月3日」と答えませんか？実は「2月3日に固定され
た日」ではないということをご存知でしたでしょうか。節分は「立春
の前日」とされていて、2025年からは2月2日が節分になるそう
です。ちょっと衝撃です。常識だと思っていることが実は常識では
ない、という場面によく出くわします。この思考に囚われると人間
は成長しない、と言われています。トーマス・エジソンの言葉で
「大事なことは君の頭の中にすくっている常識という理性を綺麗
さっぱり捨てることだ。もっともらしい考えの中に新しい問題の解
決の糸口はない。」という言葉のように、常にフラットな状態で物
事をみるクセをつけたいものであります。
寒い毎日ですが、今が寒さのピークと言われています。防寒の準
備は怠らぬ様にしましょう。以上会長挨拶に代えさせて頂きます。

委員会報告

「４つのテスト」唱和の米山奨学生
アフィカ アマリナ ビンティ ハヤさん

RICOH事業所見学
４月ないし5月に、ホザナ園生徒招待し、
RICOH事業所見学を行います。ご協
力をお願い致します。

ライラ研修セミナー募集
5/16（土）～18（月）
福島県・会津高原たかつえ
研修テーマ：‘地域おこし’について

第１・２グループ合同IM ※ ホストクラブです！
2/14(金) 15時集合・16時点鐘 ご協力宜しくお願い
ロイヤルパインズホテル浦和 します。

青少年奉仕委員会 石関健委員長

「雪」を初体験‼

2月 Happy
BIRTHDAY！
１日 小峰 保 会員
8日 青木 悟 会員
14日 村上基一会員
21日 魚谷 勝 会員
22日 里吉知巳会員
25日 伊田賢一会員
28日 相原 章会員

国際奉仕委員会 魚谷 勝委員長
２月15日より、ネパールに国際奉仕で
訪問致します。カトマンズ西RCの提案によ
り共同事業として、大口補助金を利用、ネ
パール農村部ティストン村に保育器の寄贈
の検証ツアーに行きます。

第1407例会

理事会報告
・ 3月例会企画書(案）承認の件
・ 職業奉仕・青少年奉仕 RICOH事業所見学」
（ホザナ園生徒招待）事業計画（案）について
（4月ないし5月）

幹事報告



会員総数(免除) 47（4)名 本日の出席率 69.77％

出席算定 30/43 本日の出席 30

出席報告 2月6日（木）第1408回例会
例会日：毎週木曜日 19:00～20:00
例会場：さいたま商工会議所会館２階 第１ホール
事務局：さいたま市浦和区高砂3-17-15

さいたま商工会議所会館７階
TEL:048(838)7740 FAX:048(838)7741
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://urawa-naka-rc.org

会長：村上基一 会長エレクト：相原 章 幹事：相原 章 クラブ管理運営委員長：尾崎 康
プログラム委員長：山崎 純 親睦委員長：伊藤健治 ロータリー情報委員長：小谷野英一 出席委員長：小峰 保
研修リーダー：井上 彰 公共イメージ向上委員長：折茂雅信

小谷野堅太郎会員
■ＩＭと30周年について

「第１・第２グループ合同ＩＭ」
第１部 ロータリー記念講演 講師 金森サヤ子 氏

演題「ポリオ根絶におけるロータリーと日本の役割とは？」
第２部 ロータリー交流会

アトラクション「HiBiKiものまねショー」
進化型ビンゴゲーム

「ロータリーは世界をつなぐ」
－ポリオ撲滅から、クラブ活性化へー

小谷野堅太郎IM実行委員長 横田ガバナー補佐幹事

IMテーマ「親睦と奉仕を楽しもう！」
RIテーマ「ロータリーは世界をつなぐ」
地区運営方針「ポリオ根絶運動から、クラブ活性化へ」

梶間30周年実行委員長

第1408例会
2020.2.14 ロイヤルパインズホテル浦和（全員登録）

｢2770地区第1・第2グループ IＭ｣

◎ポリオ根絶チャリティーゴルフ大会
日 時 ２０２０年４月２１日（火）OUT/IN ７時３０分スタート
会 場 武蔵カントリークラブ【豊岡コース】 144名36組

◎浦和中ロータリークラブ創立３０周年記念式典
日 時 ２０２０年５月２１日（木）

登録受付 １５３時３０分 ・ 点鐘 午後４時００分
会 場 浦和ロイヤルパインズホテル４階「ロイヤルクラウンの間」
登録料 １７，０００円

IM実行委員会では、１１クラブで６回の打ち合わせを行い IM成功に

向けて頑張ってきました、担当クラブとして、大いにご協力お願いしま
す。横田松博ガバナー補佐幹事より、当日の概要を説明され、折茂副
実行委員長より、ビンゴの説明が行われました。 当日は、３時集合で、

他クラブよりの参加皆様のご来場出迎え、見送りのご協力を宜しくお
願い致します。皆様で盛り上げて、IMを成功させましょう！）



ニコニコＢＯＸ（第 1407例会 2020年 2月 6日） 

村上会長：いよいよ来週は IM です。皆様のご参加ご

協力宜しくお願い致します。  

相原幹事：４日火曜日さいたまシティ RCの例会に 30

周年のキャラバンでお邪魔しました。小嶋弟

さんが楽しそうに会長挨拶をしてました。  

小峰 保：小谷野、梶間さんお世話になります。  

柴田 忠：こんばんは。業界が古いのかまだ新年会が

残っています。今年はいつになく新年会が多

くて少々疲れ気味です。都内に用事がありま

すが少々足が向きません。皆様どうですか？ 

小谷野英一：小谷野様、梶間様本日は頑張ぅってくだ

さい。ご指導宜しくお願い致します。  

下重喜平：以前世田谷 RC の別紙さんに来て頂きドラ

エモンの話をして頂きましたが先日手紙がき

ました。残りの人生を伊豆高原で楽しむそう

です。今月引っ越し、寂しいです。  

小谷野堅太郎：2月 14日 IMはホストクラブとして中

クラブの皆様ご協力宜しくお願い致します。  

市川浩正：先週欠席しました。ニコニコ２週分入れま

す。宜しくお願い致します。  

石関 健：ライラ研修への参加も影響のある若者にお

知らせお誘い下さい。 

横田松博：おとといは 2時間昨日は 30分 2日連続で

人身事故の影響で電車の中で缶詰めになりま

した。おかげで睡眠時間バッチリです。  

松本利男：IMと 30周年皆で頑張りましょう！  

佐藤美好：IM いよいよ来週になりました。小谷野、

折茂さん 300 人ビンゴ盛り上げて下さい。30

周年記念事業も頑張りましょう！  

小嶋敏夫：駐車場で車を降りた瞬間このまま帰りたい

という欲求にかられました。だけど来ました。  

小島 昇：小谷野、梶間さん本日は宜しくお願い致し

ます。今日は寒いですね。立春すぎて本格的

な冬ってなんだか変ですね。  

梶間順子：来週は IM ですね。雪が降らないことを祈

ります。  

松本博史：変な菌が流行ってます。菌に負けない体を

作りましょう！IM小谷野様、30周年梶間様本

日は宜しくお願い致します。  

 

Rotary・International・District・2770                             国際ロータリー第 2770地区 

URAWA・NAKA・CLUB                           浦和中ロータリークラブ 

地区ターゲット 

「ロータリーは世界をつなぐ」 

－ポリオ撲滅から、クラブ活性化へー 

クラブターゲット 

「原点回帰、そして新たなるステージへ！」 

～奉仕の心、仲間の絆で明るい未来を～ 

 尾崎 康：ものすごく寒いですね。IM ではまっさき

にビンゴと叫べるように頑張ります。  

三島 泉：皆様こんばんは。困りましたね、新型コロ

ナウィルス肺炎いつどこで感染するかわから

ないだけに他人事と言い切れません。当分の

間は自己防衛ですね。 

里吉知巳：新型肺炎のニュースが１日中入ってきま

す。他にあまりニュースが無いのでしょう

か？客船の人たちは 2 週間も下船出来ないそ

うで気の毒ですね。 

辻村浩司：小谷野 IM実行委員長、梶間 30周年実行委

員長卓話宜しくお願い申し上げます。  

福田直彦：IMと 30周年頑張りましょう！ 

八頭司将行：今日は寒くて来るのを諦めようとしまし

たが何とか来ました。  

草地祥貴：今日は大変寒い一日でした。新型コロナウ

ィルス感染が日夜報道されておりますがイン

フルエンザ等、他の感染症予防の為にも手洗

いうがいを心がえたいです。私事になります

が 2 月出席が本日だけとなってしまいますの

で 3月に入りましたら宜しくお願いします。  

魚谷 勝：先日宅地建物取引主任士の書簡講習会が有

り朝 9 時より眠い目をこすりながら行くと 1

限目に三島泉先生が登場しビックリしまし

た。大変わかりやすい講義でした。先生お世

話になりました！  

山崎 純：お寒うございます。コートが買えないので

風が身に沁みます。この寒冷の時期に 7 名の

会員の皆様のご健康をお祈り申し上げます。  

折茂雅信：いよいよ来週バレンタインデーは IM でご

ざいます。とにかく難しいことは言いません。

必ず出席と必ず最後まで居て下さい。きっと

良いことが有るはずです。  

 

２／６  ￥３２，０００ 

       累計  ￥６９３，０００ 

 

〒330-0063 さいたま市浦和区高砂 3-17-15 

さいたま商工会議所会館 7階 

例会場：さいたま商工会議所会館 2階 

電話：048(838)7740  FAX：048(838)7741 

Email：naka-rc@athena.ocn.ne.jp 

URL  ：http://urawa-naka-rc.org/ 

 

 


