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滞在でも構わないのですが、家が東松山で大宮北
高校に通うのには誠に不便な場所なので何とか協

会長

伊田雄二郎
力者を探している次第です。青少年交換小島委員

皆さん、こんにちは。今日
長も頭を悩ませておりますのでどうかお願いしま
から師走と言う事ですが風邪
す。
など召さずにご健勝のことと
私からの歳末助け合いのお願い申し上げ本日の
存じます。昼間の通常例会は
挨拶と致します。
何と１０月２０日以来４２日
ぶりです。と言ってもロータ

お客様ご紹介

新見和男 副会長

リー活動が休止していた訳ではございません。こ
の間、ピンクリボン、のばら祭、南投ロータリー
の来日、地区大会等々各種行事が行われその度に
皆様のご協力を頂きどれも大過なく終了できまし
た。深く感謝する次第です。ありがとうございま
した。
また、本日は和地会員ご紹介の株式会社ベネッ

株式会社 ベネック
代表取締役社長 山田 修 様
株式会社 オフィール・ジャパン
コントローラー 渡邊 雄 様
青少年交換学生
Eduardo Sa Dos Santos
(エドアルド サ ドス サントス) 君
青少年交換学生候補生
櫻井悠万君

ク代表取締役社長山田 修（おさむ）様と小生の
紹介の株式会社オフィールジャパンコントロー
ラー渡邊 雄（たけし）様の入会式を行います。

青少年交換学生
山田様、渡邊様ようこそいらっしゃいました。心
より歓迎させて頂きます。
お二人のご入会により当クラブの会員数は９１
名となりました。目指す１００名まであと９名で
す。引続きのご協力をお願いします。

Eduardo Sa Dos Santos
(エドアルド サ ドス
サントス)
サントス) 君

御協力と言えばもう一つ、エドワルド君のホー
ムステイ先がまだ全ては決まっておりません。
２ヶ月単位のステイを計画しておりますが既に終
了した福田会員、現在の小島会員そしてその後、
中村雅之会員と私とこのままでは４月２０日以降
エドワルド君はホームレスになってしまいます。
そうさせる訳にはいきませんので、会長責任とし
て私の家に７月末の帰国まで５ヶ月のロングラン

こんにちは。先月はおも
しろかったです。友達と
ディズニーシーに行きました。そして日光に行
きました。小島さんと学校の友達、メキシコ人
とで。江戸時代の町に。そして、先週の日曜
日、農場へ行きました。ジャガイモを植えまし
た。今、日本語を勉強しています。ちょっと
しゃべれます。

知恵と行動そして親睦
事務局：さいたま市大宮区桜木町1-11-2 勝俣第2ビル 4F
TEL.048-871-8881 FAX.048-871-8882
E-mail：info@rc-omiya-west.com HP : http://rc-omiya-west.com/

青少年交換学生候補生

他界して以来どこにも所属することがありませんで
したが、この度、和地社長からお誘いをいただき入
会することになりました。
どうぞよろしくお願いします。

櫻井悠万 君
こんにちは。今までの留学に向けての活動でこ
のような書類にサインして頂き本当にありがとう
ございます。先月の芋煮会などには出られなかっ
たですが、先日の地区大会にはいろいろなロータ
リーの活動を身を持って体験することが出来たの
でとても良い経験が出来たと思います。このよう
な有り難い経験をさせて頂きありがとうございま
す。

入会式

✿入会者ご紹介
伊田雄二郎 会員
渡邊 雄さんを紹介させて頂きます。事業所は
さいたま市大宮区桜木町4丁目にあります、(株)
オフィール・ジャパンのコントローラー（管理部
長）です。事業内容はレーザー波形測定器の輸入
ということです。ご自宅はさいたま市北区宮原町
で、ご家族は奥様と3人のお子様ですが、独立さ
れた方もいらっしゃるので、現在は奥様とお子様
１人の3人でお過ごしです。趣味は、ゴルフ、英
会話だそうです。
皆様どうぞ、渡邊さんを宜しくお願い致します。

✿入会者ご紹介
和地克彦 会員

山田 修さんをご紹介いたします。株式会社ベ
ネックの代表取締役社長で、事業内容はリネン
サプライ業をされていらっしゃいます。事業所
はさいたま市大宮区三橋1丁目にあります。ご自
宅 は大宮区 寿能町 にあり 、奥様 とお 過ごしで
す。趣味はゴルフだそうです。皆様、山田修さ
んをどうぞ宜しくお願い致します。

✿入会者ご挨拶
株式会社 オフィール・ジャパン
コントローラー（営業部長）
渡邊 雄 様

皆様、こんにちは。
ただ今、伊田会長様からご紹介戴きました渡邊
雄と申します。
私どもの会社であります㈱オフィール・ジャパ
ンは日本で平成7年に設立され、本社はイスラエ

✿入会者ご挨拶

ルにあり、主にレーザー光の測定装置の輸入・販
売を行っております。

株式会社 ベネック
代表取締役社長 山田 修 様

ご承知のとおり、レーザーは近年、高出力化し
ており、様々な分野に応用されております。光の
直進性に優れている特性があり、医用メスや金属

パレスホテルの和地社長から紹介をいただきま
したベネックの山田です。

切断・溶接などそ の使用分野は多岐に渡ってお
り、今後もさらに技術の進化に伴い新しい分野で

私は土地っ子です。つりえさのマルキューの関
連会社で元々は今の新都心にありましたが京浜東

使われようとしております。しかしながらレー
ザー光は目で見ることが出来ません。どのような

北の複々線、また新都心の収用で現在ではマルキュー
光が出ているのかを確認するためには、特定の計
ビルになり、ベネックも三橋に移転をしました。
測装置の中にレーザー光を通し数値化する必要が
仕事内容はリネンサプライと言いまして繊維製
あります。私どものレーザー光測定装置は、この
品をレンタルしてクリーニングをします。個人で
分野では日本で60％以上のマーケットシェアを
はなく業務用でホテル・メディカル・レストラン
持っており、全世界で販売されております。私自
等がお得意様です。パレスホテル様をはじめ首都
身は宮原町のステラタウンのそばに住んで、すで
圏を中心にお得意様があり、事業所も埼玉・栃木・山
に20年以上過ぎております。
梨・大阪・札幌にあります。
子供は3人おりますが、すでに2人は独立してお
父が大宮ロータリー会員当時、私はローターア
り、末の娘と家内、愛犬（マルチーズ）の３人で
クトに所属したことがありますが、昭和５２年に
暮らしております。

今回伊田会長より栄誉ある大宮西ロータリークラ

委員長報告
ブにて活動させていただける機会を頂戴いたしま
したので、気持ちを新たに引き締め、微力ながら
でも奉仕活動のお役に立てればとの所存でござい
ます。今後ともご指導の程何卒宜しくお願い申し

親睦活動委員会
小木曽賢己 委員長

上げます。

左から山田会員紹介
の和地克彦会員、
山田 修 新会員、
渡邊 雄 新会員、
渡邊会員紹介の
伊田雄二郎会員

◆12/15新会員歓迎会及び新会員研修会について。
◆12/22クリスマス夜間例会について。
◆1/7（水）新年初例会(夜間例会)について。

プログラム委員会
新藤栄介 委員長

幹事報告
幹事

新井清太

◆本日のガバナー月信P５に小林氏の記事、P6に
隅内氏の記事が掲載されています。お二方のゲ
スト卓話を予定しております。

今月は「家族月間」です！
【12月のロータリーレート】 1ドル＝１１２円
【ＲＩ・地区関係・その他】
・インターアクト東日本復興支援募金
（地区大会会場・大宮駅西口・新都心駅・浦和駅）
合計金額
６９６，８０６円
・2017～2018年度ガバナーノミニー候補者の推薦
2015年１月末期限
・第27回インターアクト協議会および韓国訪日団
歓迎会
2015年１月11日（日）9：00～
埼玉会館小ホール
・ＲＩ会長夫妻をお迎えして「ジャパン・ロータ
リーデーⅡin東京」開催
2015年２月4日（水）14：00～
ホテルグランパシフィックLE DAIBA
【理事会】
・事務局の賃貸契約を更新します。
2015年１月20日～3年間
【会議・行事予定】
・会員増強維持委員会
12月8日（月） 18：00～ すし堺
・第16回ゴルフ同好会
「ウエスト・クラシック」コンペ
12月11日 東武藤が丘カントリー倶楽部
・新会員研修会及び歓迎会
12月15日（月）18：00～研修会
19：00～歓迎会
【次回例会】
平成26年12月8日(月)
第2410例会 パレスホテル大宮
イニシエーションスピーチ
年次総会（次年度理事・役員選出）

お誕生日おめでとう！
11月
月,12月生まれ
月生まれ
親睦活動委員会
小木曽賢己 委員長

11月
11月田口友香(11日)、清水恒信(13日)、冷牟田正
見(16日)、小島徹(20日)、中村健一(20日)、村山
大(24日)、大楽 剛(30日)、風岡 洋(30日)、
各会員

12月
12月黒須美枝(１４日)、小沢 孝(１７日)、結城
剛(１７日)、佐藤直樹(３０日)、各会員

お誕生者を代表して

清水恒信会員よりご挨拶がありました。

表彰・感謝状

ロータリー財団寄付表彰：
ＰＨＦマルチプル
ＰＨＦマルチプル+6
マルチプル+6：
+6：
齊藤 實 会員、荒井伸夫会員

ロータリー財団表彰：べネファクター
吉田奉行会員
内山年度新会員推薦会員へ認証品贈呈：
関根政勝、大竹庄藏、大熊雄喜、高橋誠一
（ブロンズ共）、新藤信夫、小峯宣昭、
矢尾喜三郎、高橋真貴子、小林光司、各会員

ＰＨＦマルチプル
ＰＨＦ マルチプル+5
マルチプル +5：
+5 ： 中村雅之、坂間 正、
清水恒信、各会員

ＰＨＦ マルチプル +1 ： 新藤信夫 会員

ＲＬＩ（ パートⅠ、パートⅡ）修了証：
渋谷廣慶、小木曽賢己、各会員

ＰＨＦ：
ＰＨＦ：新藤栄介、鈴木恭二、小木曽賢己、
冷牟田正見、新城盛辛、 田口修身、
吉田 繁、結城 剛、池田 進、中谷輝彦、
田村戸一、吉田奉行、川村郁夫、和地克彦、
川鍋一夫、新見和男、金田敬次、中村健一、
新井清太、各会員

米山特別寄付功労者表彰：マルチプル :
第8
第8回 吉田暎治、
第6
第6回 清水恒信、
第2回 吉田 宏、各会員
永年在籍者表彰：45
永年在籍者表彰：45年
45年

関根政勝、大竹庄藏、
各会員

長寿者表彰：大竹庄藏
長寿者表彰：大竹庄藏 会員

スマイルの目標額
本日のスマイル
累

米山功労者：
第1回 川鍋一夫、小峯宣昭、中村健一、
和地 克彦、各会員

￥2,500,000

計

￥72,000
￥1,705,420

感謝状：2013-14
感謝状： 2013-14年度第４グループガバナー補佐
2013-14 年度第４グループガバナー補佐
木本栄一 会員

感謝状：２０１３感謝状：２０１３ - １４年度 社会奉仕部門委員長
清水恒信会員

キャンペーン「End
キャンペーン「 End Polio Now:歴史に１ページを
Now: 歴史に１ページを
刻もう」感謝状：
大宮西ロータリークラブ
２０１３２０１３ -１４年度ロータリークラブ・セントラル賞：
大宮西ロータリークラブ

会員卓話・
イニシエーションスピーチ

黒須美枝 会員

「卓話」の機会を頂き心より御礼申し上げます。
私共のアートセラピーは、やる気や能力は徐々に
ダウンすると言う発想ではなく、年齢と共に益々
心豊かになる方向をサポートする手法です。常々
「ご夫婦仲が良かったら楽しい晩年になるの
に！」「経営者として若者の声を聴けたらいいの
に！」と言う思いがあります。高齢に伴い更に生
きがいを持つには本心に根差した設計図が必要で
すが、ただ本心は気づくことが難しく描くことで
初めて受け入れることができ、描かなければ生ま
れない自分の言葉に出会え、画には心のデータが
表現されます。日々●分からない●つまらない●
あの人は苦手●何を食べても同じ●暇だ●そんな
話は聞いていない等々、こんな言葉の多用が、無
気力な身体感覚を作ります。年齢と共に性格は煮
詰まり怒りっぽい人はより怒りっぽく愚痴っぽい
人はよりそうなり改善すべき生活習慣には心の習
慣が潜んでいます。
1)改善が必要な心の問題 気づきにより行動パ
ターンが変わり気力・体力・お金を新しい方向に
も使うようになり家族と新たな体験を共有できる
ようになります。同じ事だけでは飽きた脳が店じ
まいを始めます。今の街や両親の育った街を歩く
のも両親の心の再発見や日々変わる街を知ること
が認知症予防にもなります。自分や人の心に無神
経で生きると最後に、後悔と言う形でつけが返る

かも知れません。感性が高いと人間関係はアレル
ギーがでやすい。でも人間関係は重要でありその
バランスの秘訣は「したいことがある」かどう
か。2)高付加価値の商品開発の重要性 高付加価
値のビジネスの時代には感性の高い人たちの生き
やすさが重要になります。リーダーが寛容にな
り、若者の状況が自分たちの時代とは異なること
への理解が日本の経済、未来に深く関連します。
描くことで否定的な感情を開示し若い世代は責任
感のある大人を見抜く力が育ちます。海外旅行で
体力のある人がダウンし弱そうな人が元気になっ
たりします、それは刺激（ストレス）への対応能
力が体力とはまた違った心の分野に関連している
からです。今後大きな変革が訪れてきますが、一
層一人一人の心の安定感が国の財産となります。
そして色は栄養です、特にOFFの日は多彩な色の
服を楽しんでみてく
ださい。アートセラ
ピーを楽しんでいた
だける機会があれば
幸いです。ありがと
うございます。
（写真：白百合女子大学での特別講座）
アートセラピストアカデミー(有)
代表取締役 黒須 美枝
主な講座のご案内
＊アートセラピスト養成講座
＊サービス能力を高めるための企業講座
＊心の健康をつくり、高める個人セッション講座
＊士気を高めるための企業研修会
＊もっと自分を知って能力開発講座
＊夢に気づき現実化するお手伝い講座
＊人間関係を豊かにする心を学ぶ講座
＊元気の生れる快適家庭空間創り講座
＊無くて七癖に気づく個人講座
＊介護能力を高める講座
＊心を癒すアートセラピー絵画講座
＊魅力を創る講座
（黒須会員の資料より）

