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事をご祈念申し上げます。

会 長 あ い さ つ
そして、今月２０日には株式会社ジェイ・エ
会長

伊田雄二郎

ス・ティ代表取締役兼杉統治様と皆尺寺前会員と

皆さん、こんにちは！
の交代の冨加見俊彦様の入会式も予定されており
桜の開花と共に新年度がスター
ます。年度目標の新入会員１０名にもう一歩まで
トいたしました。皆様の職場に
来ました。最後までご協力をお願い申し上げま
も右も左も分らないフレッシュ
す。
マンがウロウロし始めているの
以上をもちまして本日の会長挨拶と致します。
ではとご推察します。桜は１週
間の命ですが彼らには末永く咲

お客様ご紹介

新見和男 副会長

き誇り日本の将来の為に活躍して欲しいと願ってお
ります。
先日の鉄道博物館例会はご苦労様でした。１８００
名を超えるお客様に喜んで頂き大成功でした。段取
を中心で行った佐藤委員長を始めご協力御参加頂い
た会員の皆様に改めて御礼申し上げます。ご来場の
方にロータリーの知名度を深められた行事であった
と感じております。
さて、本日は上尾西ロータリー様より日吉会長様
を初め１２名の会員の方にお越し頂いております。
皆様方ようこそ御出で頂きました。また先日のこち
らからの訪問の際はお世話になり有難うございまし
た。どうぞ大宮西の例会をお楽しみください。
また、本日は２名の方の入会式が行われます。先
月お客様として御出で頂いたパレスホテル大宮を運
営しております株式会社パレスエンタープライズ代
表取締役社長海保邦男様と株式会社浅間代表取締役
浅間重行様です。会長の仕事の中で新入会員を迎え
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られ入会式を行うことが出来る程嬉しい事はありま
せん。お二人のロータリー活動が充実した物になる
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お客様ご挨拶

上尾西ロータリークラブ
会長 日吉 千穂重 様

皆様こんにちは。上尾西ロータリークラブ会長の
日吉です。

任で、株式会社パレスエンタープライズ 代表取締
役社長でいらっしゃいま す。事業内容はホテル
業、当例会場でもありま すパレスホテル大宮で
す。お住まいは千葉県の我孫子市我孫子です。ご
趣味は、ウォーキング、スポーツ観戦、又、ロー
タリー歴は平成23年6月～平成27年3月まで立川Ｒ
Ｃにいらっしゃいました。ご家族は奥様と2人のお
嬢様の4人だそうです。どうぞ皆様、海保邦男様を
宜しくお願い致します。

先日は我クラブの例会に貴クラブより伊田会長様、
新井幹事様他大勢の会員様にメーキャップにお越し
頂き、誠にありがとうございました。本日は、大宮
西ロータリークラブ様の例会に私ども計13名で出席
✿入会者 浅間重信様ご紹介
させていただきました。
小木曽賢己 会員
会場の素晴らしさだけでなく、さすが貴クラブの
格調高い、素晴らしい雰囲気の例会を感じることが
出来ました。

浅間重信様をご紹介いたします。事業所名は株
式会社浅間の代表取締役でいらっしゃいます。事

今日は、比較的若い会員が多く出席させていただ

業内容は食品総合卸売です。会社住所はさいたま

きました。さぞ、良い刺激を受けて帰れる事とおも

市北区吉野町1-440番地です。ご自宅はさいたま市

います。これを機会に貴クラブとの親交が深まると

北区土呂町で、ご趣味はゴルフ、特技は剣道だそ

確信いたします。

うです。ご家族は、5人家族で奥様とお子様が3人

共に発展致しましょう。本日はありがとうござい
ます。

いらっしゃいます。どうぞ浅間重行様を宜しくお
願い致します。

＜会長よりバッジをつけて頂く新会員＞

海保邦男新会員

浅間重行新会員

上尾西ロータリークラブの皆様

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

入会式
✿入会者 海保邦男様ご紹介
海保邦男様ご紹介
染谷義一 ＳＡＡ
(紹介者代理
紹介者代理：和地克彦元会員）
代理：和地克彦元会員）
海保邦男様をご紹介いたします。和地会員の後

写真左より伊田雄二郎会長、海保邦男新会員、
浅間重行新会員、浅間会員の紹介者小木曽賢己
会員。（海保会員の紹介者は和地元会員）

－会長・幹事会より－
☆入会者ご挨拶
岩槻東ロータリークラブの例会場が「市民会館い
株式会社パレスエンタープライズ
代表取締役 社長 海保邦男 様

わつき」改修工事のため
４月から岩槻駅前「寿々家」に変更となります。

パレスエンタープライズの海保です。先月まで4
年間、立川ロータリークラブに所属して、初年度は
親睦、そしてプログラム、ＳＡＡ、ロータリー財団

委員長報告

の各委員を務めさせて頂きました。
このたび伝統と格式のある大宮西ロータリークラ
ブに入会させて会頂き有り難うございました。今後
共ご愛顧の程宜しくお願い致します。

社会奉仕委員会
佐藤直樹 委員長
・鉄道博物館移動例会はお疲れ様でした。
会長はじめ準備段階から皆様にはご協力頂きま

☆入会者ご挨拶
して大成功をおさめられたこと、改めまして皆
株式会社 浅 間
代表取締役 浅間重行

様に御礼申し上げます。
様

・4/13砂場清掃が上小小学校と小村田神社公園で
移動例会として行われます。

４月より入会させて頂く事になりました。株式会
役員は神社公園に10時集合、その他の会員は
社浅間の浅間重行と申します。和地社長様、小木曽
10：15集合でお願い致します。
社長様の御紹介により、伝統あるこのロータリーク
ラブに入会できました事を本当にうれしく感じてお
ります。皆様とのご縁を大切にし、勉強させて頂き
黒須美枝 会員
たいと思います。宜しくお願い致します。
こんにちは。
広報委員の黒須美枝です。今日は4月25日から始

幹事報告

ま る 公 共 施 設 で の 講 座 の ご 案 内を さ せ て 頂き ま
す。貴重なお時間を頂きまして、本当にありがと
うございます。
講座テーマ「アートセラピーで自己分析をしてみ

幹事

新井清太
ませんか？」
日時：4月25日～5月23日の毎週土曜日（全５回）

今月はロータリー雑誌月間です。
13：30～15：00.
･４月ロータリーレートは１１８円となります。
会場：さいたま市産業文化センター
･先日の鉄博例会ですが、最終入場者数は１８２４
最寄り駅JR埼京線「与野本町駅」徒歩5分
名でした。
費用：7020円
当日のポリオ募金寄付額は２２，８６３円でし
（応募方法）往復はがきに、4月20日まで、下記あ
た。
て先へお送りください。
･ペットボトルキャップ回収事業ですが、指扇北小
〈宛先〉〒338-0002さいたま市中央区下落合5-4-3
学校の３月回収量５０ｋｇの報告がありました。
さいたま市産業文化センター

宛

ポリオワクチン換算５０人分です。
〈必要事項〉①アートセラピーで自己分析をして
－理事会報告－
みませんか

②郵便番号・住所

③氏名（ふ

和地会員、皆尺寺会員の退会届が承認されまし
りがな）④電話番号
た。
〈お問合せ〉さいたま市産業文化センター
６月２０日の栄高校吹奏楽部の定期演奏会が予定
℡）048-854-0486
されております。
http://sports.geocities.jp/saitama_sanbun/
今年もチケット購入とその他支援をすることが決
さいたま市報4月号21ページにも掲載されております。
まりました。
私たちは、無意識に過去からの成功感や安心感に

基づいて心のプログラミングをし、仕事や生活を

となる基本はしっかり指導しながら、枝葉となる

していますが、変化の時には、そのままではうま

自己表現方法をも教える。

く運用されなくなります。仕事でも有形のハード

埼玉県内の小学校では、実際には、体育館で大

面は充実しているのに今一つうまく行かない、生

きな筆字を書くような書道教育はされていないと

活も楽しくないと言う場合は、アートセラピーで

思います。「書写ノート」では、書き文字の温か

今の心のプログラミングをあらためて確認するこ

さ、書道教育の素晴らしさ、大切さをお伝えしま

とで、心の習慣の改善点に気づけます。土曜日の

した。今後日本、海外でも伝えていきたいと考え

午後ちょっと遊び気分でご参加頂ければ幸いで

ています。先ず大宮西から書道の考え方を伝えた

す。有形の「資産」は自分を守ってくれますが、

いと思います。住み易い街、大宮から活動して参

心の豊かさや強さ、優しさと言った無形の資産で

りますので、皆さん 、今後ともよろしくお願い致

ある心の健康も、一生自分を守り育て、有形を後

します。

押ししてくれます。子供の頃に戻って画を描くだ

※「書写ノート」1、2年生版巻頭カラーページ。

けで、想像以上の自己発見ができます。

筆と鉛筆の持ち方、書くときの姿勢のモデルさん

アートセラピストアカデミーHP

は、当大宮西RC新藤栄介会員の姪御さん、新藤ら

最新情報掲載

Http://www.arttherapist-academy.com

らさんです。ららさんは、風香書道会の生徒さん
で、現在2年生。大変しっかりとした線を引きま
す。みんなのお手本ですね。

プログラム委員会
新藤栄介 委員長
染谷義一ＳＡＡ
・鉄道博物館貸切移動夜間例会は、皆様のご協力
4/10(金) 17：00 ～ 三光ソフラン本社にて経営勉強会
により当クラブ創立記念のこの時期に盛大に行
があります。大勢の御参加をお願いします。
事を行なう事が出来ました事、御礼申し上げます。
・当クラブの書道家田口友香会員が小学生向け書

お誕生日おめでとう！4月生まれ
お誕生日おめでとう！ 月生まれ
道の本の監修をされました。詳細はご本人から
お願い致します。
親睦活動委員会
矢尾喜三郎 親睦委員
田口友香 会員

先日、上尾西RC例会では書道家

齊藤照夫(1日)、野崎義輝(5日)、相原 武(7日）、
木 本 栄 一 (8日 ) 、 田 村 戸一 (16 日 ) 、佐 藤 真 義 (17
日)、井上勝美(18日)、鈴木恭二(22日)、荒井伸夫
(26日）、各会員

山中先生の貴重なお話を聞かせて頂き有り難うご
ざいました。
私も書道一本で人生を歩んでおります。私は、
今回の改訂を期に、こちらの「書写ノート」1〜6
年生版の監修と手本文字を担当させて頂きまし
た。光村図書版は全国の6割のシェアを占めてお
り、こちらの教科書を全国のお子様がお使いにな
り、書を勉強していくという事になります。

誕生日をむかえて
代表して鈴木恭二会員よりご挨拶いただきました。

書道教育は、子供たちとのコミュニケーション
ツールになります。お子様の才能を引出し、開か
せ、自分の素晴らしさに気付いてもらうツールで

ロータリー米山記念奨学会より委嘱状

す。一本の線に、その子そのものが表現されま
す。筆を一緒に取り、お互いの温もりを感じなが
らのレッスンは、心が通じます。
また、私は滋賀県の書道教育法にとても感銘を
受けています。硬筆授業は教室で の机上レッス
ン。筆の書レッスンは、体育館で、お手本無しで
自由に楽しく、大きな紙に筆字で自分を表現。幹

吉田 宏会員に
カウンセラー委嘱状
(潘 威さん
2015.4/1-’16.3-31
文教大学）

ロータリーの友

広報・雑誌委員会
筑波伸夫 委員

「ロータリーの友４月号」は、雑誌月間として
「雑誌で知るロータリー」を特集。

【横書き】Ｐ３にゲリー・ファンＲＩ会長から
「ロータリーの雑誌を分かち合おう」というタイ
トルで、「The

Rotarian」が1911年創始者ポー

ル・ハリスの寄稿文を特集し創刊、ノーベル賞受
賞者17名、ピュリツァー賞受賞者19名が執筆。
Ｐ６にロータリーの誕生が書かれており今年で
110周年であり、日本のロータリーは15年後に東
京ロータリークラブが創立し翌年に国際ロータ
リーに加盟が承認されたと紹介。

【縦書き】国際ロータリー第2610地区大会指導者
育成セミナー講演、近藤誠一(前文化庁長官)によ
る「日本の再生～地域の役割と文化芸術の力～」
の要旨。
「司の論理」とは、組織最優先の縦割りの論理を
意味し、組織も大事であるが組織の壁を越えて一
人ひとりが自分の良心に基づいてつながることが
大事。
組織の壁を越えて個人と個人が自由につながるこ
とが大事。
社会の問題を解決する方法として、一番気づいて
いないのが、日本の伝統的な思想・文化・文化財
に込められた昔の人のメッセージ。
自然を尊ぶ、自然と一体になるのが日本人の自然
観であり、自然の中に美意識を見出すのが日本
人。
文化財に蓄えてきた価値は、世界に役に立ち、本
来人間はどうあるべきかを考えさせてくれる素晴
らしいメッセージがあることに気が付くべき。
ロータリークラブは、「司の論理」の自分の職か
ら離れ、社会・町のために貢献する大変重要な役
割を持っており、これからの日本を元気にしてい
くのが、文化芸術であり、その最先端にいる地方
都市から。

