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会長挨拶

第 58 代会長 出山知宏
皆様おはようございます。
本日は、毎年恒例の早朝例会です。
私も本日は、朝６時に集合する早朝例会
に出席するため、5 時に起きました。
一年通して朝５時に起きるのは、ゴルフ
か海外旅行への出発の朝以外ございませ
ん。

しかしたまに早起きすると、よく耳にする清々しい気持ち
になれますね！
また、早起きは三文の徳ということわざもよく聞きます。
早起きは三文の徳（得）とは、朝早く起きると良いことが
あるということ。
早く起きれば健康にも良いし、それだけ仕事や勉強がはか
どったりするので、徳（得）をするということらしいです。

◆次回の例会◆

私も本日は早起きした甲斐もあり、念願の大光寺さんの鐘
を突くことができます。
毎年当年度の会長特権で、開会点鐘で鐘を突きます。
非常に徳（得）をした気持ちです。
では、一文銭三枚の「三文」とは、現代においていくら
ぐらいの貨幣価値があるのか。
調べたところ、１００円ちょっとの価値があるとの事です。
この価値をどう捉えるかは人それぞれかと思いますが、私
自身はこの価値の中に、かな
りの高価な価値が見出せるよ
うな気がします。
皆様にとっての早起きの価値、
機会があれば教えてください。
本日も、宜しくお願いします。

令和２年９月 10 日（木）

点鐘：12：30

会場：ふな又

幹事報告

幹事 鈴木真樹

①

卓話

当クラブ会員満足度アンケートですが、まだ出されてい
ない方は至急返送をお願いします。
② 当クラブより、9 月 12 日（土）奉仕プロジェクト 3 部門
セミナー案内。
第１部参加者 津多一幸会員・藤澤洋介会員・金子英二
会員
第 2 部参加者 出山知宏会長・小林佑次会員・高橋真理
以会員・田中芳明会員
③ 国際ロータリー日本事務局経理室より 2020 年 9 月ＲＩレ
ートのお知らせ。
9 月のロータリーレートは１ドル＝106 円。
④ 米山奨学事業の説明。
14：30 受付：開始 15：00～17：00 Zoom にて開催。
内 容：奨学期間終了後の「米山学友」をテーマに、モ
ンゴル学友会・マレーシア学友会・さいたま大空ＲＣの
代表の方々と Zoom で繋ぎ、活動状況を伺います。
⑤ 地区より、第１部地区補助金運営委員会報告。
・大口枠参加クラブへのアンケート結果
⑥ 地区より、2020-21 年度 社会奉仕部門「かわら版」配
布のご案内。
・地域奉仕委員会とブライダル委員会の活動案内。
・年度内に何回か発行予定。
⑦ 地区より、Zoom セミナー受講にあたってのお願い。
・「国際ロータリー第 2770 地区」YouTube のチャンネル
登録。
・「みらいの扉」８月号の公開。
⑧ RI 事務局より財団室 NEWS。
⑨ ロータリー文庫運営委員会。
・新年度にあたり、各クラブへの文書配信のお願い。
・資料寄付のお願い。
⑩ ロータリーの友委員会 一般社団法人ロータリーの友事
務所より。
・新型コロナウイルス感染症に関する事務所対応の件
⑪ さいたま市より、Paypay の登録のお願い。
⑫ さいたま市特別支援教育振興会 資料送付について。
・令和 2 年度 総会・研究協議会報告
寄付のお願い。
⑬ 大宮西 RC・大宮東 RC・岩槻東 RC・大宮北東 RC より 9 月
の例会予定表。
⑭ 大宮北 RC・大宮北東 RC より 7 月・8 月の週報が届いてお
ります。
以上

遠藤隆雄会員

私は昭和 54 年、32 歳の誕生日を過
ぎたころ青年会議所に入りまして、40
歳までの 8 年間活動しました。ＪＣで
はたくさん良い勉強をさせてもらいま
したが、夜 7 時ごろに始まり、終わる
のは 9 時頃、その後でどこかへ流れる
と日を跨いでしまうという日が月に何
回かありました。また、その頃から平行して保護司の仕事も
はじめまして、今日まできております。
ＪＣでは 40 歳の最後の年になって幹事を引き受けること
になりまして、その後ロータリーに入会致しました。その頃
のロータリーは 45 人～50 人くらいいたでしょうか。ロータ
リーの旦那衆はすごいなと思っておりました。ちょうど、先
ほどお参りしてもらいました、故金子雅英ガバナーの頃には
地区事務所で 2～3 年勉強させてもらいました。入会して 10
年を過ぎた頃に先輩ロータリアンから「そろそろ遠藤さん、
会長を。」と話しがあり、1999 年に第 37 代会長を引き受け
ましたが、当時はお寺のお祭りとも重なり、忙しい日々だっ
たという思い出があります。最近はなかなか出席出来ない事
が多く申し訳ありませんが、先日事務局に出向いて会費と寄
付はきちんと納めさせていただ来ました。本日は皆さんに境
内を綺麗にして頂き、一緒にお経を上げてもらいまして、誠にあ
りがとうございました。私も 74 歳を迎えますが、年々、健康ほ
どありがたい事はないなと感じます。皆さんのご健康とご多
幸を心から念じております。

弁慶ゆかりの大光寺
【正式名称】花林山回向院大光寺（だいこうじ）
【所在地】埼玉県さいたま市岩槻区長宮 1101
【宗派】真言宗智山派
【本尊】阿弥陀如来
【縁起】永正 5 年（1508）3 月 21 日没した祐真上人の開山と
伝える古刹です。慶安元年（1648）寺領 10 石の朱印地を賜
っています。十一面観音は往古、源義経が鞍馬山を脱出して
奥州に下向の途中、大光寺で休んだ際に、武蔵坊弁慶が背負
っていた笈（おい）と共に置いていったという伝承がありま
す。出典：「好奇心いっぱいこころ旅 2018 年 5 月 7 日掲載」

スマイルＢＯＸより
遠藤隆雄
田口雅弘
渡辺博子

早朝例会よろしくお願いします。
遠藤会員お世話になります。
遅刻申し訳ありません。

スマイル報告
本日のスマイル合計
年間累計額

12,000 円
155,000 円

出 席 報 告
会員数
28

出席数
11

免除者
1

ＭＵ
3

出席率
53.57％

金子パストガバナーの墓前にて

オンライン出席でのスマイルはこちらへ…
発行：会報・広報委員会
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