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第２４８１回例会
第２４８１回例会 ２０１９年１月１０日
２０１９年１月１０日
点鐘
君が代・ロータリーソング
四つのテスト唱和
1 月結婚祝

仁部会長
奉仕の理想
戸賀崎会員
折原親睦委員長

井上勝雄（7 日）

1 月誕生祝
中野恒明（6 日）

会長の時間

仁部会長

平成 31 年の干支は「己亥（つちのとい）」年 八白土星

新年を迎えて、お寺でお配りしている

「己亥」人間や組織に当てはめると、己は完成した自己や

資料をご紹介致します。本日は『四恩

熟成した組織が、主義、規律、秩序などを見直し、次の段

をしって 智恩報恩を ほうすべし』「借

階を目指す準備をする年、亥は、個人は知識を増やす・

りた傘 雨上がれば邪魔になり」受け

精神を育てる、組織は人材育成や設備投資・財務基盤を

た恩を往々にして忘れがち これば凡

固める年亥の「核」である中心・内部と「刻」きざむ・割ると

夫の性かもしれないが、それが人間

いう意に気を付け、内部の充実を心掛ける 1 年

関係のトラブルの原因になっていることも否定できない

「亥年」は政治・経済・災害に影響のある年

「かけた情けは水に流せ 受けた恩は石に刻め」心に刻

・「政治」選挙の年 統一地方選挙 4 年ごと参議院選挙 3

む努力をしましょう。

年五突立つが重なる最小公倍数 12 にあたる

四恩とは： ①命を与えてくれた親、先祖の恩

・「経済」亥固まる年 小幅な値動きに留まり、前年の戌年

②師として教導してくれた人々の恩 ③国土環境の恩

は笑う、来年の子年は繁栄を意味し、谷間の 1 年

④すべての源である御本仏の恩 （妙見山 上原寺）

・「災害」地震の多い年 災害が多く「刻」の意から大地を
刻み、大雨による災害も多い

知識を増やして精神を育てるということで、干支の話を致

・九星の「八白土星」の象意は、「山」山崩れや火山活動

します。そもそも「干支」とは、兄（エ）弟（トオ）の意味、木・

などの影響が推測されるので備えが必要

火・土・金・水（五行）をそれぞれ「え」と「と」に分けて十干

ガバナーメッセージ 10 月号上映
月号上映

に配します。
十干（じっかん）には「甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・
癸」の 10 種類があり、日本では訓読みの方を使います。
十干の漢字と意味は植物の成長を意味し、そこに五行思
想になる「木・火・土・金・水」の象意が加えられます。
「十干（じっかん）」と「十二支（じゅうにし）」とを組み合
わせると、60 通りの組み合わせができます。
例会日： 木曜日 12:30～13:30 例会場：埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
事務所： 杉戸町杉戸 2-15-21 埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
TEL&FAX 0480－31－0031

幹事報告


折原（正）幹事
折原（正）幹事代理
幹事代理

神髄であると位置づけているので、ボリュームのある記

平成 31 年 2 月 10 日（日）埼玉県県民活動総合セン

事です。英語の「Vocational Service」にあたる相応しい日

ターにて開催される「第 31 回インターアクト協議会及

本語訳がないので、日本では職業奉仕となっている理由

び韓国訪日団歓迎会」の案内が届いております。

などが詳しく書かれているのでご覧ください。

理事会報告

戸賀崎エレクト

2 月例会予定
7日

2/9 IM に振替え

21 日

3 クラブ合同例会 松葉鮨本店
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28 日

移動例会（アグリパーク or カルスタ）

折原（正）会員
折原（正）会員

仁部会長：
仁部会長： 明けましておめでとうございます。今年一年が
皆様にとって素晴らしい年でありますよう。宜しくお願い申
し上げます。

結婚誕生祝・雑誌紹介・理事会

関口会員
関口会員：
会員： 新年おめでとうございます。本年も宜しくお願い

2/9 IM について

致します。

会員はすぎとピアに 9 時集合 ※詳細は後日連絡


折原（正）会員
折原（正）会員

スマイル報告

14 日

7日



結婚誕生祝・雑誌紹介・理事会

出席報告

落合（喜）会員： 皆さん明けましておめでとうございます。

その他

今年も元気で楽しい年に致しましょう。何よりも元気に勝

・2/9（土）IM すぎとピア

るのはございませんので。

・2/21（木）3 クラブ合同例会（松葉鮨本店）
・3/13（水）台湾中歴北区 29 周年

戸賀崎会員：
戸賀崎会員 ：深瀬会員：
深瀬会員 ：小柳会員：
小柳会員 ： 渋谷会員：
渋谷会員 ： 明けまし
ておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。

・4 月富岡町友好クラブ締結 →場所：富岡市

下津谷会員
下津谷会員：
会員 ： 今慰安婦問題や徴用工問題、そしてレーダ

・5/16（木）春日部イブニング RC 周年

ー照射と韓国はどうなっていくんだろう。正月早々ぶっそ

・5 月 or 6 月親睦旅行→決まり次第連絡

うですね。

交換留学生報告
交換留学生報告

ナスチャ・ハーズ

私は 12 月 2 日～6 日オーストラ

古川会員：
古川会員： 新年おめでとうございます。今年もよろしくお願
いします。アグリパークもよろしくお願いします。

リアへ修学旅行に行ってきました。

野口会員：
野口会員： 本年も宜しくお願い致します。良い年となります

ゴールドコーストで展望台に上っ

ように。

たり、動物園でコアラやカンガル

宮田会員
宮田会員：
会員 ： インフルエンザが流行してきました。体調管理

ーに触れたりしました。大学の見

が重要ですね。

学や大きな牧場で羊飼いの様子を見たり、最終日はドリ

舟越会員：
舟越会員： 本年もよろしゅく・・・。

ームランドの遊園地に行ったりしました。食事はオースト

武井会員
武井会員：
会員：折原（正）会員：
折原（正）会員： 新年おめでとうございます。

ラリア牛肉や中華も食べました。とても楽しかったです。

雑誌紹介

渋谷会員

今月は職業奉仕月間です。1 月号で

今年もよろしくお願いします。

真中会員
真中会員：
会員： 村田に続いて、内海、長野まで・・・今シーズン
は巨人ファンを休みます。

は様々な職業奉仕に関わる記事が掲

矢島会員
矢島会員：
会員： 仁部会長、皆様本年も宜しくお願いします。

載されています。RI 会長メッセージでは

加藤会員
加藤 会員：
会員 ： 初詣は鎌倉の鶴岡八幡宮でした。その後、江

「職業奉仕は、定義するのは難しいが、

の島温泉から富士山を眺め、めでたしめでたし。

説明するのは簡単です。とータリーと職

折原（弥）会員：
折原（弥）会員：中野
（弥）会員：中野会員
中野会員

業が重なり合うところ、つまり仕事を通じてロータリーの理

本日のスマイル

念を実践するのが職業奉仕なのです。」と言っております。
他に RI 指定記事からご紹介致します。
P.7～17「職業奉仕とは何か」「私の職業奉仕」「職業奉
仕の精神を若者に」、日本では職業奉仕はロータリーの

スマイル本日投入額
スマイル累計額

３０，０００円
，０００円
６２１，８５
１，８５０
６２
１，８５
０円

スマイル目標額
１，５００，０００円
１，５００，０００円
✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

