会 長 あ い さ つ
会長

田口 修身

あらためまして皆さんこんに
ちは。2015-2016年度、大宮西
RC第53代会長を拝命しました
田口です。
今日の初例会には新藤名誉会
員をはじめ先ほどご紹介されま
した多勢の皆さんにご出席いただきありがとうござ
います。
さて今年度のRI会長はスリランカのラビンドラン
さ ん で す 。 RI の テ ー マ は 「 Be a gift to the
world！」です。
これを受けて井原ガバナーは地区活動方針を
「ロータリーは奉仕を通じて人づくり、自分づく
り」地区運営方針を「ロータリーを学ぼう、そして
楽しもう」です。
今年度のクラブテーマは「積極参加でロータリー
を楽しもう。」です。
クラブテーマの掲示幕は今年も藤池さんのところ
で無料で制作していただきました。ありがとうござ
いました。
さて活動方針は次の5つです。
1ロータリーを学ぼう
2.例会を充実しよう
3.委員会の会合を増やそう
4.会員増強しよう
5.奉仕の実践をしよう
1.1905年に生まれたロータリークラブが110年もの
長い期間に亘って続いていることは大きな理由があ
ると思います。政治家では古くはウィンストン
チャーチル、ダラスで凶弾に倒れたジョン･F・ケネ
ディ、戦後GHQで日本を統治したダグラス・マッカ

サーみなロータリアンでした。経済人でも松下幸之助
さんもロータリアンでした。世界中で多くの著名人が
ロータリークラブに賛同し活動して参りました。
今年は荒井研修リーダーのもとでロータリーの
良さ・歴史を学んで生きたいと思います。
2.次に例会の充実としては会員卓話、外部の方の
卓話などを多く取り入れ充実したものにしていき
たいと思います。テーマとしては皆さんに関心が
あるとおもわれる健康・スポーツ・文化など幅広
く取り入れていきたいと思います。
3.委員会単位の集まり、ロータリーで炉辺会合と
いう言葉をよく耳にします。昔仲間の家に集まり
暖炉の前でいろいろな話をしたのが始まりだと思
います。コミュニケーションを図ることが大切で
すので例会だけでなく小さな単位での集まりを増
やしていくことが大切です。ロータリー世界最大の異
業種交流です。他の会員の経験を学びましょう。
4.会員増強、100クラブの再チャレンジです。会員
が増えない組織は衰退するだけです。奉仕活動を
行いたくても出来ません。そのために会員一人ひ
とりが会員にしたい人に声を掛けロータリーを理解し
ていただき加入してもらう活動を続けましょう。
5.奉仕の実践職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕盛り
だ く さ ん で す 。 「 Be a gift to the community
and the club members!」 という気持ちで奉仕活
動を行っていきたいと考えています。

最 後 に 、 ま っ た く個 人 的 な こと で す が 、年 度 ス
タートの７/１に林先生のところで初孫が誕生しま
した。おじいちゃんの仲間入りです。孫の成長に
負けない一年にしていきたいと思います。よちよ
ち歩きのスタートですが皆様のご協力と支えのも
と1年間行っていきますのでどうぞよろしくお願い
します。

TEL.048-871-8881 FAX.048-871-8882
E-mail：info@rc-omiya-west.com HP : http://rc-omiya-west.com/

お客様ご紹介

中村雅之 副会長

名誉会員
旧大宮市 元市長 新藤享弘 様
第2770地区第4グループガバナー補佐
遊馬久治 様 (大宮北東RC)
〃 第4グループ幹事 長谷川秀明 様(大宮北東RC)
大宮ロータリークラブ
会長 平田 繁 様
同上
幹事 小林義久 様
大宮北ロータリークラブ
会長 昼間孝一 様
〃
幹事 河端 一 様
有限会社関根商会
代表取締役 関根正美 様
東日本旅客鉄道株式会社大宮駅駅長 中牟田 久様
株式会社フジタ関東支店
支店長 村上 徹 様
米山記念奨学生
潘
威 君

バッジ交換
伊田雄二郎直前会長
新井清太直前幹事
木本栄一直前副会長
新見和男直前副会長

⇔
⇔
⇔
⇔

田口修身会長
小木曽賢己幹事
中村雅之副会長
新井清太副会長

お客様ご挨拶

名誉会員 旧大宮市 元市長
新藤享弘 様
あらためまして皆様こんにちは。お世話になっ
ております新藤と申します。今会長さんのお話を
聞いておりますと会員増強と云う言葉を盛んに
使っておられました。私の隣に大宮ロータリーの
会長さんがいらっしゃいます。話を聞いていると
何故か政治の世界と全く同じだなーと我々がお世
話になった時もそうでしょうけど数は力なり、力
は政治なり、そのようなことが哲学として通って
いた、だから与党を多くしなければいけないよ、
このような事がずーと続いた訳ですが、その与党
といえば当パレスホテルに参りましたらあまりに
もSPが多いので会場を間違えたのか、帰ろうかな
と思ったんですが、いやここですよ、というよう
なお話を承りました。先般学校の同窓生である凄
い方々が日本の防衛、日本の安全保障と防衛につ
いてのお話を伺う機会をいただきました。西ロータ

リーの皆様方の中にも何人かお見えになってい
らっしゃいました。そのお話を要約致しますと日
本の安全保障と云う言葉が良く使われております
が安全と保障は分けて考えなくてはいけないん
だ、そのような事を言っておりました。安全って
なにと言いますと大別すると３つあるんだそうで
す。一つは経済だそうです。その経済の中のエネ
ルギーだそうです。日本が安全であるためにはエ
ネルギーが必要だ、２番目は環境だそうです。そ
れは地球の温暖化だそうです。３番目領土問題だ
そうです。ご承知の通りのことです。
この３つのことが守られれば戦争の防衛局も何
にもいらないんだ。という事を訴えておりまし
た。話を聞いておりましてその通りだなーと、し
かし残念ながらわが日本の国というのは韓国より
も北朝鮮よりも防衛力は少ないようで、だから対
話という外交を一所懸命進めているんですよ、今
度も世界遺産の問題を見ても何かわからないけれ
ども徴兵・・・？というんですかその様な言葉を
使って羅列した何が何だかちっともわからないん
ですが政治の世界の中では未だ、そのような事が
通っているのだなぁ、と思った訳なんですけれど
も、話を戻しますと今の防衛力で一番は何と言っ
てもアメリカですよ、２番が中国です。３番がロ
シアです。その大きな３国がそれぞれの道を歩ん
でいるんです。だから日本の国はどうしましょ
う、二兎追っ掛けたら絶対一兎捕まえられませ
ん。まして三兎を追っ掛けたら全く0になってし
まいます。従って一番仲の良いアメリカと仲良く
しないといけないんですね。という事になる、そ
れが結びになる、その様な話を承って、防衛とは
外交というのは大変だなぁ、外交というのは一言
でいえば武力を持たない戦争であります。企業戦
争とよく言いますけれどもその武力を持たない外
交の中でやはり防衛力といいますのが力は数であ
ります。そう云うものを携えていく必要があるん
だと訴えられた時に先ほど申し上げました大宮西
の会長さんと元西ロータリーの会長さんのお話が
ちょっと頭をかすめました。そんな思いをしなが
ら益々西ロータリーの皆様が防衛力を付けるよう
な外交力の中で何だか知らないけれど、浦和ロー
タリーには負けないぞというようなお話がござい
ましたので益々のご活躍をご祈念申し上げまして
ご挨拶と致します。ありがとうございました。

今 年度も 当クラ
ブ 名誉会 員とし
て 新藤享 弘様に
ご 委 嘱 を お願い
申し上げました。

名 誉 会 員
さいたま市長よりメッセージを頂きました
さいたま市長よりメッセージを頂きました
このたびの、大宮西ロータリークラブ初例会の
御開催を心よりお喜び申しあげます。
本日の例会が実り多き充実したものとなります
ことを期待しますとともに、貴会の更なる御発展
をお祈りいたします。
平成27年7月吉日
さいたま市長 清水 勇人

推進し、会長・幹事を中心にクラブ会員の皆様が
一丸となって、地区目標、クラブ目標を達成さ
れ、充実したロータリー活動を、共に実践して参
り、ロータリーを通して有意義な、楽しめる活動
を目指したいと思います。
たった一年間しかありません。この与えられた
時間を有効に活用し、それぞれが自分自身のため
の実りあるロータリー活動を楽しみましょう。皆
様のご指導、ご鞭撻、ご協力をお願い申し上げお
願い申し上げ、表敬のご挨拶とさせて頂きます。

以上の内容のメッセージを頂きました。

第2770
第2770地区第
2770地区第4
地区第4グループ
ガバナー補佐
遊馬 久治 様(
様 (右 )
グループ幹事
長谷川秀明 様(
様 (左 )
御両名大宮北東RC)
御両名大宮北東RC)
この度第4グループガバナー補佐を務めさせて
頂きます大宮北東ロータリークラブ所属の遊馬久
治とグル―プ幹事の長谷川秀明です。井原實（ま
こと）ガバナーのご意向に沿って職責を全うする
所存でございますので、一年間宜しくお願い申し
上げます。
大宮西ロータリークラブ第53代 田口修身 会
長、小木曽賢己（まさき） 幹事 ご就任誠におめ
でとうございます。心よりお祝い申し上げますと
ともに、輝かしい年度に成りますようご祈念申し
上げます。
2015～2016年度 K.R. “ラビ”ラビンドランＲ
Ｉ 会 長 は 、 RI テ ー マ を 、 ” Be a gift to the
world”（世界へのプレゼントになろう）と発表
されました。
そして、「私たちの人生の価値は、どれほど得た
かではなく、どれほど与えたかによって判断され
ます。私たちは才能、知識、能力、努力、そして
献身と熱意など、誰でも与えることのできる何か
をもっているはずです。私たちは、ロータリーを
通じて、これらを世界にプレゼントすることで、
誰かの人生に、そして世界に、真の変化を起こ
し、本物の何かを残すことができるはずです。」
と述べられています。
ロータリーを通じて、私たちの資質を更に引出
し、それを生かす道を見つけていきたいと思って
います。
そして、井原實ガバナーの地区活動方針、
「ロータリーは奉仕を通じて、人づくり、自分づ
くり」と地区運営方針の「ロータリーを学ぼう、
そして楽しもう」のもと、効果的なクラブづくり、
人づくり、自分づくりを皆様と共に目指していき
たいと思います。
RI会長並びに井原實ガバナーの意を皆様に伝達、

第3
第3グループ
大宮ロータリークラブ
会長 平田 繁 様(
様 (左 )
幹事 小林義久 様(
様 (右 )
ご紹介いただきました平田です。貴クラブは大
宮クラブの子供にあたりますが、親は63名と萎ん
でしまいましたが、貴クラブは子供といえども大
きく９０名との事ですので素晴らしいことだと思
います。先ほど荒井伸夫先輩から増強70名で160
名を目指すとのことでしたが、田口会長も言って
しまいましたので地区も３桁の増強が達成された
様でございます。
こちらのクラブさんには先輩方が多くおられる
ので頭が上がりませんが、後輩も小沢さんのよう
に地区で活躍されて御指導いただいておりますの
でえばる事が出来ません。
大宮クラブは６０周年を迎えましたので、小林
幹事共どもお世話になります。
私も田口会長に負けないように頑張ります。

大宮北ロータリークラブ
会長 昼間孝一 様(
様 (右 )
幹事 河端 一 様(
様 (左 )
大宮西ロータリークラブの皆さまこんにちは。
不肖の子クラブである大宮北ロータリークラブ第
４５代会長・昼間孝一です。
すでに始まっている会長幹事会では、会長の田口
様、幹事の小木曽様には大変お世話になっており
ます。
本日は輝ける新年度の始まり、田口会長の初例
会ということで、当クラブ幹事の河端共々お邪魔
させていただきました。
さて、ご挨拶をということですので、当クラブ
の現状を少々させていただきたいと思います。
新年度開始時の会員登録数は２２名でありま
す。
中山道みやはらまつり、宮原駅西口キータ祭りと
いった地域の祭りへの主体的な参加とひまわり学
園への梨狩り招待、高齢者ゲートボール大会など

熱を入れている社会奉仕事業を通じて、ロータリ
アン自身が汗をかき、クラブ一丸となってロータ
リー活動について地域に発信していく所存です。
会長、幹事として押し出してくれたクラブの先輩
ロータリアンの期待に応えるべく、同じ第４グ
ループの皆さま、何より親クラブである大宮西
ロータリークラブの皆様の活動に学びながらクラ
ブを活性化してまいりたいと思います。
結びに大宮西ロータリークラブの皆さまにとって
実り多い１年となるよう祈念しつつ、ご挨拶とさ
せていただきます。本日は誠におめでとうござい
ます。

米山記念奨学生

潘 威 君に会長から
奨学金が渡されました。

入会式
✿入会者

関根正美様ご紹介

田口修身 会員
事業所は大宮区櫛引町にございます有限会社関
根商会の代表取締役でお歳は67才でいらっしゃい
ます。事業内容は遊技場への景品卸売業をされて
います。お住まいは大宮区櫛引町で趣味は囲碁だ
そうです。又、自治会長、自衛隊埼玉地方協力本
部後援会会長もされております。どうぞ皆様、関
根正美様を宜しくお願い致します。

✿入会者

中牟田 久様ご紹介

新藤信夫 会員

皆さんご承知の通り筑波会員の後任としてい
らっしゃいました東日本旅客鉄道株式会社大宮駅
長の中牟田 久様、55
55才でいらっしゃいます。ご
55
自宅は神奈川県横浜市神奈川区にお住まいです。
ご家族は奥様とご長女、ご長男ということです。
ご趣味は、テニス、ピアノだそうです。中牟田
久さんをどうぞ宜しくお願い致します。

で、事業所はソニックシティビル17階にありま
す。又、ご自宅は埼玉県志木市ということです。
ご家族は奥様とご長男だそうです。趣味はゴルフ
という事です。どうぞ皆様村上徹さんを宜しくお
願い致します。

☆入会者ご挨拶
有限会社関根商会
代表取締役 関根正美 様

皆様こんにちは、只今ご紹介にあずかりました
関根商会の関根でございます。
仕事は遊技場への景品卸売業です。
本日田口会長の紹介で大宮西ロータリークラブに
加入させて頂きまして有り難うございました。
私は櫛引町一丁目の自治会長をやっており、地
域への小さなボランティアとしてやっておりま
す。ロータリークラブに入りもう少しだけでも多
くのボランティアをやっていこうと思います。
もう一つとしましては、自衛隊埼玉地方協力本
部後援会の会長をしています。
自衛隊埼玉地方協力本部とは自衛官の入隊並びに
退職後の再就職斡旋をしているところでございま
す。私は自衛隊の募集相談員もしており、皆様の
近くで自衛隊に入りたい人が居ましたら是非紹介
して下さい。また、各企業で自衛隊の退職者を雇
い入れて下さる企業がありましたら宜しくお願い
致します。本日は誠に有り難うございました。

☆入会者ご挨拶
東日本旅客鉄道株式会社
大宮駅長 中牟田 久 様

７月６日に入会させていただきました、ＪＲ東
日本大宮駅長の中牟田（なかむた）でございま
す。これまで東京・横浜エリアで勤務してまいり
ましたので、これから大宮のことを地元の皆さま
にいろいろ教えていただきたいと思います。
微力ではございますが、ロータリークラブの活
動と社業を通じて地元のお役にたてますよう努力
してまいる所存でございます。皆さまのご指導と
ご鞭撻を賜りますよう、どうぞよろしくお願いい
たします。

☆入会者ご挨拶
✿入会者

村上徹様ご紹介

髙橋秀樹 会員

村上 徹様は株式会社フジタ関東支店の支店長
でいらっしゃいます。事業内容は、総合建設業

株式会社フジタ関東支店
支店長 村上 徹 様
本日入会させていただきました、株式会社フジ
タ関東支店の村上でございます。この度は大宮ソ

ニックシティ株式会社の髙橋常務からの御推薦に
より、当会に入らせていただきました。フジタは
永きにわたり、大宮に於いて大変お世話になって
いる会社であり、こちらの建物も含め多数施工さ
せていただいております。当社は2年前より大和ハ
ウス工業グループになっており、今回当会にて村
井大宮支社長ともご一緒させていただくことがで
き大変うれしく思っております。
関東支店は当ソニックシティビルの１７階に事
務所がございます。是非、皆様お気軽にお立ち寄
り下さい。

病棟の赤尾さんが本日TV東京7チャンネルで9時か
ら「世界なぜそこに日本人」に出演、サブタイト
ル「秘境ラオス命の現場女ひとり貧しい子供救う
無医村で訪問看護HIV愛する子の死」、この中で
当クラブで支援させて頂いた車輌も出るかも知れ
ません、是非見て下さい。宜しくお願い致します。

お誕生日おめでとう！

7月生まれ

親睦委員会
山崎一祥 副委員長
新城盛辛(1日)、藤嶋剛史(8日)、金田敬次(16
日)、海保邦男(19日)、新藤栄介(20日)、大熊雄喜
(22日)、藤井公房(28日)、福田和子(30日)、各会員

左から紹介者 髙橋秀樹会員、村上 徹新会員、中
牟田 久 新会員(
新会員(中央左)
中央左)、紹介者田口修身会員(
、紹介者田口修身会員(中
央右)
央右)、関根正美新会員、中牟田さん紹介者
、関根正美新会員、中牟田さん紹介者 新藤
信夫会員(
信夫会員(右端)
右端)

幹事報告
幹事

代表して
大熊雄喜会員ご挨拶頂きました。
大熊雄喜会員ご挨拶頂きました。

小木曽賢己

7/9 エドアルド君ブラジルへ帰国
本年度幹事を務めます小木曽です。
１年間どうぞよろしくお願い申し上げます。
1.先ほどの理事役員会にて武銀の「渡辺稔」会員
の転勤による退会と新任の「齊藤政春」様の入
会が承認されました。
2.2015.年７月のロータリーレートは１ドル１２４円
との連絡がありました。
3.地区の部門セミナーの確認です。７月１８日財
団部門、同１９日米山奨学部門、同２５日青少
年奉仕部門、同２６日広報部門、８月１日奉仕
プロジェクト部門、同９日管理運営部門、と
なっております。
4.「RLI」が今年も９月１２日のパート1を皮切り
に始まります。
5.「全国ロータリー・ポリオプラスプログラム研
修セミナー」が８月２３日に開催されます。
6.「第４回全国インターアクト研究会」が９月２５
日に京都で開催されます。

委員長報告
国際奉仕委員会
冷牟田 正見 委員長
支援させて頂いておりますラオフレンズ小児

大宮北高校の生徒達と前年度の伊田会長、新井幹事、小
島委員長がお見送り！成田にて。

