会 長 あ い さ つ
会長

田口 修身

皆様、あらためましてこんに
ちは。先週の初例会は盛況のも
と終わらせることが出来ありが
とうございました。やらなけれ
ばならないことがたくさんあり
なれない私には大変でした。徐々
に慣れていきたいと思います。今日の例会の席は抽
選で決めさせていただきました。普段お話されない
方が隣にいらっしゃると思いますので親睦を深めて
ください。
今日は岩槻ＲＣの原田会長、三浦幹事、大宮北東
ＲＣの池田会長、佐々木幹事がいらしています。あ
りがとうございます。先週は親クラブの大宮ＲＣを
小木曽幹事と表敬訪問してまいりました。大宮ＲＣ
は今年度創立６０周年で周年事業が目白押しのよう
です。来年５月に３０００回例会として記念式典を
行うそうです。親睦旅行は２月にハワイで例会を行
うことが決まっています。最初の記念事業は９月２９
日にチャリティゴルフを鴻巣カントリーで開催予定
です。大宮西からも４,５組参加して盛り上げたい
と思います。申込はゴルフ同好会にお願いしますの
でたくさんの参加をお待ちしています。
さて、先週の月曜日、ご覧になった方も多いと思
いますが、ラオスの赤尾さんがテレビ東京で紹介さ
れていました。見れば見るほど大変な環境のところ
で大変な事業をされている。我々は、これからも国
際奉仕事業としてサポートを続けていかなければな
らないと強く感じました。
私の中ではロータリー一色の１週間でしたが、遠
く離れたギリシャでは国家が破綻の危機にさらされ
ています。ユーロを離脱するのかしないのか今週も
目を離せない日が続きそうです。紀元前にあのギリ

シャ文明を起こして地球上でもっとも発展した国
家だったと思います。国も会社も運営を間違うと
破綻をしてしまうということのようです。
お隣の中国上海では株式市場が大暴落をしてい
ます。当局の介入で、暴落後に戻すなどジェット
コースターのような相場です。自由市場に国が介
入して上手くいかなかったのはバブル崩壊後の日
本がよい例です。
ギリシャも上海も遠くの国で我々の生活には関
係ないと言えない時代です。ソフトランディング
をしてほしいものです。
国内では安保法案が今週衆議院で採決が行われ
そうな勢いです。多くの憲法学者をはじめ知識人
も憲法違反と言っています。私はこの道の専門家
ではありません。しかし、違和感を強く感じるの
は私だけでしょうか？
まだ梅雨は明けていませんが梅雨の晴れ間で暑
い日が数日続きます。熱中症にならないよう気を
つけましょう。これで今日の会長挨拶とさせてい
ただきます。

お客様ご紹介
岩槻ロータリークラブ
同上
大宮北東ロータリークラブ
同上
米山記念奨学生
青少年交換派遣候補生

新井清太 副会長
会長
幹事
会長
幹事

原田 晃博 様
三浦 宣之 様
池田 哲也 様
佐々木直之様
潘
威 君
櫻井 悠万 君

お客様ご挨拶
岩槻ロータリークラブ
会長 原田 晃博 様(
様 (右 )
幹事 三浦 宣之 様(
様 (左 )
皆様こんにちは、岩槻RC第53代会長の原田で

TEL.048-871-8881 FAX.048-871-8882
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す、宜しくお願いします。
日頃より大宮西クラブ様には大変お世話になっ
ております。また田口会長、小木曽幹事、ご就任
おめでとうございます。
大宮西クラブ様の今年度のクラブテーマが「積
極参加でロータリーを楽しもう！」、基本方針と
してはクラブのよき伝統を認識し活力ある活性化
したクラブを目指すという事。そして活動方針の
中のクラブの活性化において「炉辺会合をどんど
ん行い、親睦を深めるための催し物を増やしてい
きましょう。」会員増強では「将来地区でトップ
を実現しましょう。」等、田口会長の積極性が出
ていて良い事だと感じました。岩槻クラブとして
は 見習 う事 も多 く勉 強させ て頂き たいと 思いま
す。最後に大宮西クラブの益々のご発展を祈念致
しましてご挨拶に代えさせて頂きます。

最後になりましたが、大宮西ロータリークラブ
様の益々のご発展と、実りある年度となりますよ
う、ご祈念申し上げ、ご挨拶とさせて戴きます。
ありがとうございました。

米山記念奨学生
潘

威（ハン イ）君

皆さんこんにちは。今日は暑い
ですね。新年度も頑張りますので、
宜しくお願い致します。有り難うございます。

青少年交換派遣候補生
櫻井悠万 君

大宮北東ロータリークラブ
会長 池田 哲也 様(
様 (右 )
幹事 佐々木直之 様(
様 (左 )
皆さんこんにちは、大宮北東ロータリークラブ
第25代会長を務める事になりました池田哲也と申
します。本日は、スポンサークラブであります大
宮西ロータリークラブ様の新年度のお祝いに、幹
事の佐々木会員と共にご挨拶に参りました。
本日はどうぞ宜しくお願い申し上げます。
まずもって田口会長、小木曽幹事、ご就任誠に
おめでとうございます。
田口会長、小木曽幹事とは先月までに行われた
今年度の会長幹事会で3回程親睦を深めており、
また田口会長とは前年度のIM実行委員としてご一
緒させていただきました。恐れ多いことではあり
ますが、私にとってはすでに身近に感じるお二人
の勇姿を、ホームクラブの例会で拝見することが
できとても光栄です。
さて、私ども大宮北東ロータリークラブは25年
目を迎え、引き続き厳しい状況が続いておりま
す。何が厳しいのかと申しますと、いろいろあり
ます。
先ずは、長年の課題であります、会員増強で
す。恥ずかしながら、昨年度1名が入会しました
が、それ以降増強は進んでおりません。
我がクラブで行っている様々な奉仕活動は、私
やここに一緒に来ている佐々木幹事、及び何名か
の会員にとってはとても意義ややりがいを感じて
取り組んでおります。しかしロータリークラブと
いう奉仕を主目的とする団体のなかで、同じ方向
で情熱を共有できる同志があまりに少ないという
のは、まさに引き続き厳しい状況といえるでしょう。
ですが、私は全く悲観しておりません。RI会長
K.Rラビン ドラン氏が掲げる「世界へのプレゼン
トになろう」に置き換え、さまざまな問題に果敢
にチャレンジしていけたらと思っております。

こんにちは。大宮北高校の櫻井
悠万です。2週間後にブラジルの
留学の出発が迫っていて今は不安と期待で一杯で
す。出発の準備をしていますが、出発の時を心待
ちにしています。新年度の方達とお会いするのは
今日が最後かと思いますが、ブラジルに行ってい
る私の心を支えてくれると嬉しいです。これで挨
拶を終わります。有り難うございました。

幹事報告

幹事

小木曽賢己

初めに本年度副幹事をお願いすることになりま
した「池田会員」をご紹介致します。よろしくお
願い致します。
1.大宮RC６０周年記念ゴルフコンペ ９月２９日
（火）鴻巣カントリークラブにて開催されます。
2.地区大会ポリオ撲滅チャリティーコンペが１０
月１９日プレステージCCにて行われます。
3.サンパウロで開かれた第１０６回国際大会の映
像資料が国際ロータリーのウエブサイトに掲載
されております。
4.第１３回日韓親善会議が９月４日東京で開催さ
れます。
5.さいたま市の中学生の職場体験事業（みらくる
ワーク体験）に協力できる事業所を探していま
す。さいたま市教育委員会より
6.地区の部門セミナーですが、今週土曜日の１８
日に財団部門、日曜日の１９日に米山記念奨学
部門がそれぞれ行われます。
7.来週２０日の例会は祭日の為休会、次回例会は
２７日になります。

委員長報告

例会主題：部門別委員会方針
進行 小木曽賢己 幹事

直前青少年奉仕委員会
小島 徹 委員長

◆未来計画特別委員会
未来計画特別委員会
渋谷廣慶 委員長

2014-2015年度の交換留学生エドアルド・サント
ス君が1年間の留学生活を終え無事ブラジルに帰国
致しました。1年間皆様ありがとうございました。
◆クラブ管理運営部門委員会
クラブ管理運営部門委員会
中村雅之 委員長
青少年奉仕委員会
北井俊一 委員長
今年度受入の交換留学生の来日が決まりまし
た。ブラジルからマリアナさんという17歳の高校
生のお嬢さんが8/21来日致します。マリアナさん
にとりまして第2の故郷となる様、皆様にはホー
ムスティ先を何とかご協力お願い致します。

＊プログラム委員会
鈴木恭二 委員長

＊親睦委員会
染谷義一 委員長

＊出席委員会
風岡 洋 委員長

ロータリーの友
広報・雑誌委員会
井上勝美 委員長

今年度RI会長K．R．ラビンドラン氏メッセージ
RIテーマ世界へのプレゼント
私たちがロータリーを通じてささげることは、い
ずれ自身への贈り物にもなるのです。授けられた
ものを自分のものだけにとどめるか、またはそれ
を生かして自らが「世界へのプレゼント」になる
かです。この機会は二度と訪れません。今年度も
一度きりです。この機会を逃さずに生かし、「世
界へのプレゼントになろう」をテーマに活動して
いきましょう。
昭和36年5月に日本で初めての国際大会が開催さ
れました。
ロータリーの友の歴史的変換 昭和50年より定価
200円を40年年間値上げがないことは「友」の誇
りであります。
ガバナーの横顔 第2770地区井原 實ガバナー
（さいたま新都心RC）
南の島の何もなくても豊かな暮らし
23年前には現金が使われていなかった南の島フィ
リピンのカオハガン島
教育と医療を援助 島民は自給自足の生活をして
いて聞くと「本当に幸せだ」
という答えが返ってきます。周りの自然がきれい
で、その自然から恵みをいただいて、それに感謝
をして、それをみんなで分け合っている暮らし
が、幸せにつながっているのではないかと思います。

◆広報部門委員会
高橋真貴子 委員長

＊広報・雑誌 委員会
井上勝美 委員長

◆会員増強維持部門委員会
高橋誠一 委員長

＊会員増強維持委員会
小林光司 委員長

＊クラブ会報委員会
藤嶋剛史 委員長

