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皆様にお願いと御礼を申し上げ本日の会長挨拶
と致します。

伊田雄二郎

皆さんこんにちは。
先週の半ばよりスッカリ暖
かくなりました。先週のIM
ゴルフも晴天に恵まれて参加
頂いた方はご苦労様でした。
本日は、ミッシェルさん、
ハンさんそしてエド君と国際色豊かな例会となり
ました。皆様ようこそ御出でくださいました。ハ
ンさんに付きましては、これから暫くの御付き合
いとなります。どうぞ宜しくお願いします。
先週は、社会奉仕として砂場清掃を企画しまし
たが生憎と雨となり残念ながら我々の出番はござ
いませんでした。雨の中ご参集頂いた会員の方に
はご苦労様でした。
前々回の例会時に会長の仕事の中で入会式が一
番嬉しいとお話ししましたが、本日も兼杉様と冨
加見様の入会式が行われます。本当に嬉しく例会
に来るのが楽しみでした。
本日２名の入会式が行われますと本年度は８名
の方を新入会員として迎えました。会員増強の現
状をご報告しますと、９０名でスタートして１０
０名体制を目指しておりますが純増としては本日
ご入会の２名で現在９２名となりました。
見通しとしましては６月末の１００人体制は非
常に難しい状況と言わざるをえません。せめて地
区に提出しております増強１０名はあと２名です
ので、皆様方のご協力をもちまして達成出来れば
願っている次第です。
また、本日からエド君のホームステイ先が私か
ら中村雅之会員に移ります。中村会員に付きまし
ては２度目のホストファミリーと言う事でご苦労
様です。

お客様ご紹介

木本栄一 副会長

株式会社 ジェイ・エス・ティ
代表取締役社長 兼杉統治 様
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
さいたま第一支社長 冨加見俊彦 様
第2770地区平和フェロー留学生
ミッシェル・アルドリッジ 様
米山記念奨学生 文教大学学生
潘 威(ハン イ)君
青少年交換学生
Eduardo Sa Dos Santos
(エドアルド サ ドス サントス) 君

第2770地区平和フェロー留学生
2770地区平和フェロー留学生

ミッシェル・アルドリッジ 様
皆さんこんにちは。アルドリッジ・ミッシェル
と申します。どうぞ宜しくお願い致します。
ロ－タリー平和フェローの2年生です。平和フェ
ローのプログラムは勉強だけでなくボランティア
の経験もあります。
私は 昨 年 南ア フ リ カ とル ワ ン ダで イン ター ン
シップをしました。今日はルワンダのお話をしま
す 。 Shalom Educating for peace で イ ン タ ー ン
シップを行いました。ルワンダの歴史は外傷的体
験、民族大虐殺です。二十年前のことですが現地
の人は今でもまだ心の傷とトラウマがあります。
その外傷的体験に対してShalom Educating for
peaceの仕事は対話と仲直りをします。融和と平和
の為に心のコミュニケーションをします。例えば
直接対話をします。虐殺された場所で一緒に木を
植えました。Shalom Educating for peaceは素晴
らしいと思います。もし献金をしたい方はこちら
のウェブサイトで、
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http://wwwshalom educating for peace.org. ま
で。ロータリーの皆様、ありがとうございます。
ロータリーはお金のサポートだけでなく、心と平和
のサポートもします。いっぱい文化も学びました。

地区安全運転管理者協会会長、埼玉県文具紙製品
卸商協同組合副理事長でもあります。お住まいは
大宮区大成町 、ご家族は奥様です。 趣味 は、囲
碁、指相撲だそうです。皆様宜しくお願い致しま
す。

米山記念奨学生
✿入会者 冨加見俊彦様
冨加見俊彦様ご紹介
文教大学4
文教大学4年生
潘 威（ハン イ）君

大宮西ロータリークラブ
の皆さん、こんにちは。
初めまして。私は潘 威
（ハン イ）と申します。中国の福建省から日本
に参りました。今は文教大学人間科学部人間科学
科の4年生です。在日の4年間、私は日本語を覚
え、日本人との交流を通して、日本に関するもの
を沢山勉強しました。やはり日本は誰でも安全に
暮らせる平和な国だと思って、自分の第二ふるさ
ととみなしている。
今回米山奨学生に選ばれて、本当にロータリア
ンの皆さんに感謝したいと思います。現在私は中
華文化について研究しています。自分の研究を通
して周りの日本の方に中華文化をもっと知らせ
て、互いの文化交流を通して、 日中関係を少し
でも改善できればいいと思いました。そして、こ
れからも是非クラブの活動に参加させて頂きたい
です。宜しくお願い致します。

染谷義一ＳＡＡ
（紹介者高橋誠一会員代理
（紹介者高橋誠一会員代理）
代理）
冨加見俊彦様をご紹介致します。皆尺寺敦会員
の後任として、あいおいニッセイ同和損害保険株
式会社のさいたま第一支社長としてでいらっしゃ
いました。ご自宅は神奈川県港北区でご家族は奥
様、お子様の3人との事です。趣味は、ゴルフ、読
書ということです。

伊田会長からバッジをつけて頂く新会員。写真左
が兼杉統治新会員、写真右が冨加見俊彦新会員

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
週はとても楽しかったです。
日本語を勉強した、学校の授業も勉強した。今は
学校がとても楽しい、新しいクラスと新しい友
達。土曜日ローテックスのキャンプに行きまし
た。楽しかったですが、悲しい。なぜかといえば
このイベント、ロータリーの最後。7月5日にブラ
ジルに帰る、悲しい、ほんとに帰りたくない。
昨日まで伊田さんの家に住んでいました。伊田
さんありがとうございました、とても良かった。
これから、中村さんの家に住みます。今からとて
も楽しみです。ありがとうございました。

入会式
✿入会者 兼杉統治様ご紹介
兼杉統治様ご紹介
清水恒信会員、新井清太会員
兼杉統治様をご紹介いたします。さいたま市北
区大成町にあります昭和22年開業の株式会社ジェ
イ・エス・ティの代表取締役社長でいらっしゃい
ます。事業内容は不動産賃貸業です。また、大宮

左から兼杉さんの紹介者 新井清太会員、冨加見
俊彦新会員、兼杉統治新会員、兼杉さんの紹介者
清水恒信会員、伊田雄二郎会長

☆入会者ご挨拶
株式会社 ジェイ・エス・ティ
代表取締役社長 兼杉統治 様

4月20日に入会させて頂いた、兼杉統治です。昭
和14年生れ75才 です。清水恒信様の御 紹介によ
り、ロータリーの綱領、目的に感銘して入会を決
意致しました。
私は昭和33年に社会に出て、57年間、家庭会社
を中心に考え、実行して参りました。これを機会
にロータリーの目的を理解し、社会に奉仕出来れ
ばと考えております。
初入会でございますので、皆様のご指導宜しく
お願い申し上げます。

☆入会者ご挨拶
あいおいニッセイ
同和損害保険 株式会社
さいたま第一支社長
冨加見俊彦 様
この度大宮西ロータリークラブに入会させて頂
きました、冨加見俊彦と申します。
伝統ある貴クラブに加入で来た事は、身に余る
光栄であり、大変有難く思っております。
簡単な自己紹介をさせて頂きますと、入社以来
１７年間関東に勤務しており、直近は大阪に４年
間勤務していました。久しぶりの関東、しかも埼
玉勤務ということで身の引き締まる思いです。
自宅、家族は横浜にありますが、通勤時間を短
縮したく、会社の独身寮に入寮しました。
是非皆様と懇意にさせて頂き、色々と勉強させ
て頂ければと思っております。何卒よろしくお願
い致します。

幹事報告

幹事

新井清太

・本日例会後に臨時理事会を行いますので理事の
方は宜しくお願いします。
地区より
・４／１０に横浜のＮＰＯ法人がポリオワクチン
のために集めたペットボトルキャップの資金
をポリオ以外の団体に支援していた新聞記事が出ま
したが、ロータリーが行っているペットボトル
キャップ事業は、全額ロータリー財団のポリオ・プ
ラス寄 付として、直送いたしております。
・さいたま大空ＲＣより、ポリオ撲滅・米山記念奨学
会増進 ロータリーデイ・チャリティーコンサート
のご案内がありました。
６月１日（月）１９：００より さいたま芸術劇場
にて全席自由席。チケットは３，０００円です。
ご希望の方はチケット代を添えて事務局までお
申し込み下さい。
・鉄道博物館のフェースブックにナイトミュージ
アムの記事が投稿されました。また、当クラブ
のフェースブックも井上会員が随時更新してく
れていますので、皆様是非ご覧になって「いい
ね」して下さい。
以上宜しくお願いします。

委員長報告

親睦活動委員会
小木曽賢己 委員長
・5/24、25は親睦旅行について。

・次年度の来週4/27例会終了後、次年度委員長、理事
役員会を開催。
・テーブルの書類に次年度の所属したい委員会の希望
をご記入のお願い。

社会奉仕委員会
佐藤直樹 委員長
・4/13砂場清掃例会について。お疲れ様でした。３５名
の方が参加、生憎の雨で会員さん個別の清掃活動は無
く、上小神社公園で例会。上小小学校小林校長先生よ
り感謝状を頂きましたことを報告。

第4グループIM
グループIM実行委員会
IM実行委員会
田口修身 委員
先週の４月１６日（木）、絶好のゴルフ日和の
なか、プレステージカントリーｸﾗﾌﾞで「IM記念
チャリティゴルフ」が開催されました。第３、第
４グループの２００名近い会員が集まりました。
大宮西ｸﾗﾌﾞも１８名が参加しました。結果は、
中村雅之会員がベスグロの７７で全体の第３位に
入りました。女子の部では福田和子会員がこれも
女子ベスグロの８２で優勝しました。
大宮西ｸﾗﾌﾞ面目躍如の大会となりました。

↓
田口IM
田口IM実行委員
IM実行委員

濱野ガバナーのご挨拶

↑

次年度地区ライラ委員会
次年度地区ライラ委員会
島村まり子 委員
ロータリー青少年指導養成プログラム
第一回目は事前研修。第二回目は埼玉県防災学習
センターで、地震体験、風速の体験、消化器の体
験をへて、第三回目の４月４・５・６日と宮城県
へRYLA研修へ行って来ました。
1日目は交流会、 2日目は雨の中、田老町地区、山
田町地区、震災メモリアルパーク中の浜を視察し
て語りべの話をききました。TVで報道されてた現
地を自分の目で見て、聞いて、感じるものがたく
さんあったと思います。
3日目は、修了式、グループディスカッションをし
て、23名の研修生から、活発な意見が出ていまし
た。これから、彼らが語りべとなってくれると信
じています。西ロータリークラブの皆さまの、思
いと一緒にRYLA研修へ行かせていただきまして、
ありがとうござました。

