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り、ロータリー関係を合わせますと1800名程度の
大移動例会になりそうです。

会長

伊田雄二郎

鉄道博物館のキャパシティーとしてはまだ若干

皆さんこんにちは。本日は鈴

の余裕が有るようですが、混雑による事故等を防

木ガバナー補佐にご出席を頂い

ぐ意味で全員参加でのご協力をお願い申し上げま

ております。ご多用の中、鈴木

す。

ガバナー補佐に於かれましては

今週は、忘れてはならない3・11を迎えます。ま

お顔を見せて頂きありがとうご

だまだ苦しみやご苦労をされている被災者の方を

ざいます。

思うと何も出来ない自分の情けなさに忸怩たる思

昨日は、同じ第4グループの

いが込上げます。先週宮城県女川町に住む知合い

岩槻東クラブの35周年式典が浦和パインズホテル

と都内で会う機会がありました。彼の話を聞いて

で出席者240名余りの出席にて盛大に開催されまし

いるとこの4年間の過してきた人生の重みが自分と

た。当クラブからも大竹会員・林会員・荒井伸夫

全然違う事に驚かされました。出来うるなら国際

会員・木本会員・中村雅之会員の歴代パスト会長

奉仕と言う事で海外への支援も大切ですが身近な

に加え私と新井幹事の7名で参加してきました。ご

国内で苦労されている方への支援も地区として又

参加いただいた方に於かれましてはご苦労様でし

はクラブとしても考えた方が良いのではと思いま

た。

した。

式典のメインは、恵比寿ロータリークラブ所属

嬉しい話題が一つあります。和地会員と小木曽

で女優の司葉子氏の講演だったと思います。年代

会員両名より新入会員のご推薦がありました。株

的に司さんに憧れを感じる先輩諸兄も大勢いた様

式会社浅間の浅間重行社長様です。和地さん、小

で一部の方には、胸トキメク式典だったようです。

木曽さんどうも有難うございました。

さて、本日は例会主題と致しまして、3月28日に
創立例会として予定されている鉄道博物館に於け

以上で会長挨拶終ります。本日も宜しくお願い
します。

る移動例会に付きまして実行委員の方から説明が
有ります。この事業は大宮駅開業130年に合わせ親

お客様ご紹介

新見和男 副会長

子で鉄道の街大宮を学んでもらう主旨から大宮区
の小学校を中心に声を掛けて社会奉仕事業の一つ
として行う物です。本日は後程、筑波会員より開
業130年についてのお話も伺う予定です。
当初、校長先生とのヒヤリングから500名ぐらい
の参加者を想定していましたが、小学校関係だけ
で予想を大幅に上回る1500名の参加申し込みがあ
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皆様、あらためましてこんにちは。久々の例会
にお邪魔させて頂きました。先ほど会長からお話
がありました通りに、2/19のＩＭの御礼とそれか
ら4月に控えておりますＩＭ記念ポリオ撲滅チャリ
ティゴルフコンペのご案内で参りました。先日幹
事を通じまして創立記念例会を3/28に鉄道博物館
で行われるとのご案内を頂きました。正に佐藤直
樹社会奉仕委員長の下で素晴らしい企画をなされ
たことにお慶びを申し上げます。私も少し遅れる
かもしれませんが、ご参加をさせて頂ければあり
がたいと思いますし、また、ご期待を申し上げま
す。本当にＩＭにつきましては伊田会長はじめ各
ロータリアンの皆様、会員の皆様、深いご理解の
下、無事終了することが出来ました。本当にあり
がとうございました。また、貴クラブの中から田
口エレクトが実行委員には会議も４回、5回を御出
席を頂賜りまして貴重なご意見等々頂きながら進
めてまいりました。あらためまして田口エレクト
に対 しまし ても有り難く御礼 申し上げます。た
だ、先ほどもお話致しましたＩＭ記念ゴルフがご
ざいますので早急にまた会議が招集されると云う
事ですが、これからも宜しくお願いしたいと思っ
ております。先ほど会長の方からご案内がありま
した通り岩槻東ロータリークラブさん、実は私が
所属しております岩槻ロータリークラブが親クラ
ブでその子クラブと云う事で、私も参加させて頂
きました。多くの方々に盛り上げて頂きましたこ
とをスポンサークラブとして本当にクラブから御
礼申し上げます。私の人気もあと３か月半と云う
事で皆様にどれ程お役にたっているのかなぁと自
問自答して過ごしている日々でございますけれど
も、６月３０日まで是非とも皆様のご理解ご協力
を賜りながら全うしていきたいと思いますので、
更なるご支援を頂ければありがたいかなぁと思っ
ております。今日は誠に申し訳ございませんが、
この後セレモニー終了後、中座させて頂くご無礼
をお 許しさ せて頂きます事簡 単ではございます
が、ＩＭのお願い、御礼とさせて頂きます。あり
がとうございました。

2015‐16年度
2015‐16年度 青少年交換学生
2015-16年度青少年交換学生
2015-16年度青少年交換学生
櫻井悠万 君(
君(大宮北高校)
大宮北高校)
留学先がブラジルに決まりました
こと報告させて頂きます。 ―(中略)― 皆様の
御協力の下、今年の７月から１年間留学に行くこ
とになりますが、どうぞご協力を宜しくお願い致
します。どうぞ今後共宜しくお願い致します。

青少年交換学生
青少年交換学生
Eduardo Sa Dos Santos
(エドアルド サ ドス サントス)
サントス)君
皆さんこんにちは。先週は楽しかったです。広
島・京都、奈良に行きました。お金を皆さんに頂き
ありがとうございました。―(中略)― ４月から３
年生、勉強する。休みに猛勉強したい。以上です。
ありがとございました。

幹事報告
幹事

新井清太

本日、例会終了後になりますが、
鉄道博物館例会実行委員会の要請
がありましたのでクラブ細則第４条第４節によ
り、臨時理事会を開催いたします。理事の皆様は
ご出席宜しくお願い致します。

委員長報告
会長エレクト

田口修身

皆さんこんにちは。先週の5日丸
々1日、6日昼から夜の7時まで会長
エレクトセミナーを受けて参りました。PETSとは
なんだろう？と思っていたのですが、これから会
長になる人の勉強で山の様な資料を貰って参りま
した。中に書いてある事は難しい事ばかりです
が、これから準備して7月からのクラブを楽しく異
義のあるのもにして行け、というものでした。大
事な事は、来年度のRIの標語が決まりました" Be
a gift to the world "日本語の訳は、「 世界へ
のプレゼントになろう 」と云うもので、これは井
原ガバナーもおっしゃっておりましたがちょっと
違和感があると云うものでした。地区活動方針は
「ロータリーは奉仕を通じて、人づくり、自分づ
くり」ということです。地区運営方針はロータ
リーを学ぼう、そして楽しもう、学ばないと楽し
い事も出てこないのだろうと思います。今後の予
定としましては、4/16(木)にプレステージでIM記
念ゴルフがあります。多くの方が参加して下さ
い。続いて4/17(金)来年度の2770地区の地区研修
協議会、大宮ソニックで行われます。来年度の部
門委員長、委員長の皆さんには是非多くの方に参
加して頂きたいと思います。出欠に関しましては
取りまとめて報告しなければいけませんので、改
めて取りまとめさせて頂きます。来年のガバナー
公 式 訪 問 の 日 程 が 8/24 と 予 定 さ れ て お り ま す 。
又、PETSセミナーの中でセッションが9つに分かれ
ており、次から次へ色んな事を詰め込まれたんで
すが、奉仕部門では清水恒信さんに先生になって
頂き、いろいろと教えて頂きました。会

員増強につきましては小沢孝さんに地区委員です
のでいろいろ教えて頂きました。有り難うござい
ました。以上大変辛かったPETS研修でした。有り
難うございました。

最後に、大宮西口ロータリーの創立の3月に大宮
区の小学生を対象とした鉄道博物館夜間例会が大盛
況に終了し、「鉄道のまち大宮」の未来の宝である
子供に「誇り」「夢」を与える奉仕活動となるよう
ロータリアンとして尽力いたします。

親睦活動委員会
小木曽賢己 委員長
◆5/24(日)、25(月)親睦旅行を予定
しています。詳細につきましては、
先日の委員会でより良い旅行になる様検討してお
りますのでご期待下さい。

会員増強委員会
福田和子 委員長
◆先日お願い致しました上尾西ロー
タリークラブへのメイキャップの件、
１４名の参加者がいらっしゃいました。御協力ありが
とうございます。
3/11(水) 上尾西ＲＣ
集合場所：上尾駅改札口 11：50
遅れる方は直接東武ホテル会場までお願い致します。

例会主題：『創立記念鉄道博物館
貸切移動夜間例会』について

大宮駅駅長
筑波伸夫 会員
≪大宮駅開業130
≪大宮駅開業130周年について≫
130周年について≫
高崎線が上野から熊谷間開業したのは、1883年
です。当時は大宮に駅はありませんでした。地元
の白井助七氏ら有志の方々が、街の発展のため資
材を提供して駅の誘致活動を展開しました。1885
年に東北本線の分岐駅として誕生し、3月16日で
130周年を迎えます。
「 鉄道 の まち 大宮 」と して 、まち と駅が 一緒に
なって発展してきました。
イベントは3月21日(土)と22日(日)と週末に、さ
いたま市や地元の方々と一緒になって行いますの
で 、パ ン フレ ット をご 覧下 さい。 昨年の ５月の
「鉄道ふれあい祭」や10月の鉄道記念日に駅での
トレインフェスタや駅周辺の大型商業施設と連携
した「大宮RENKETSU祭」を展開し、大宮駅130周年
イベント向けた組織作りに取り組んできました。
その成果として「チーム大宮」が立ち上がり、私
が希望していた活動ができつつあります。
また130周年を祝って応援していただく方々が、た
くさん出て来ており紹介させていただきます。大
宮華道連盟記念祝華展(3月16～19日)・大宮浅間郵
便局記念切手(3月16日～)・大宮アルジージャ「大
宮駅130周年記念試合(3月21日)」・折り紙展示(12
幼稚園・RENKETSU祭大規模店9社)などの駅周辺が
一体となった取り組みとなっています。

創立記念輝堂博物館貸切
移動夜間例会について説明会
実行委員会
佐藤直樹 委員
◆役割分担別にテーブルに着席、事前に用意された
資料に基づき内容確認及び周知して頂き、当日のご
協力をお願い。
配布資料：
１、鉄道博物館例会 組織図
２、鉄道博物館移動例会タイムスケジュール
３、3/28鉄道博物館移動例会役割分担
４、ブロック別 組織表
５、館内案内図
６、７、８、写真 集合場所～館内各スペース
９、アクセス

