いけないと思っています。

会 長 あ い さ つ
なぜこんな戦争に突き進んでいってしまったの
か、欧米列強の植民地政策を追随し、満州事変か
会長

田口 修身
ら国際連盟を脱退して軍が暴走したという一言で

皆さん、あらためましてこん
は片付けられないと思います。そして、敗色濃厚
にちは。今日は遊馬ガバナー補
に な っ て か ら も なぜ 戦 争 を 止め ら れ な かっ た の
佐がお客様でお見えになってい
か。一年早く止めていれば、ヒロシマもナガサキ
ます。来週はガバナー公式訪問
もそして沖縄も東京大空襲もなく戦争で亡くなっ
ですのでその準備でもあります。
た人もずっと少なかった。私の母親の兄も硫黄島
後で卓話を頂くことになってい
でなくなっています。お盆でお線香を上げに行っ
ます。そして来週は多くの皆さんに出席いただき井
たときに位牌を見ましたが、昭和20年3月17日に
原ガバナーをお迎えしたいと思います。
なっていました。玉砕した日だと思います。この
さて、8/15は終戦70年という日でした。今日はこ
戦争では310万人が亡くなったけれど200万人は最
の件にも触れておかなければいけないと思い話しま
後の一年で亡くなっている。もっと早く止めてい
す。
れば・・・。戦争などやらなければ・・・という
10数年前、まだ現役のサラリーマンだった頃、広
思いは募ります。
島に出張しました。全日空ホテルに泊まっていて朝
終戦の日の15日に日本武道館で行われた全国戦
エレベーターでアメリカから来た親子に会いまし
没者追悼式で天皇陛下が「今後、戦争の惨禍が再
た。これから原爆記念館に行くのだという。小学校
び繰り返されないように切に願う。」と述べられ
3、4年生の女の子とお父さんでした。原爆の酷さを
ました。もう二度と戦争は行わないという国民み
子供に見せるのだという。アメリカの親子でさえ見
んなの決意は必要です。そしてだんだん風化して
に来ているのに、僕はまだ原爆記念館に入っていな
いく戦争を忘れないようにしていくことが本当に
いな、一度いかなければと思い足を運びました。時
大切なことだと感じた次第です。
間外でしたので記念館は閉まっていましたが、公園
今日は僕にとって難しいテーマでしたがこれで
には原爆を伝える痕がたくさん残っていました。原
会長挨拶にかえさせていただきます。
爆はこんなに酷いとあらためて感じました。
2年半ほど前、ロータリーの皆さんと沖縄にゴル
フに行きました。ひめゆりの塔のある平和記念館に

お客様ご紹介

新井清太 副会長

も行きました。あらためて酷い戦争をしたものだと
思いを深くしました。戦争はしてはいけないなと強
く思いました。

第2770地区第4グループ
ガバナー補佐（大宮北東RC）
米山記念奨学生

もう一箇所、まだ行ったことはありませんが鹿児
島の知覧の特攻基地跡の記念館も一度は行かないと

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

遊馬久治 様
潘
威 君

幹事報告

幹事

小木曽賢己

先日８月１０日の会長幹事会の報告です。
1.地区のブライダル委員長堀江誠一委員長がみえ、
人生のパートナーをお探しの会員、会員企業の
従業員の方、登録をしてみませんか？９名のブ
ライダルコーディネイターの方がご相談にのっ
ていただけます。
2.マイロータリーに登録を進めてください。クラ
ブ内で講習を開くことをお勧めいたします。ち
なみに当クラブは９月２８日に行います。
3.RLIのパート2が１１月２８日、パート３が１２
月１２日、それぞれ開催されます。
以下通常の報告です。
4.８月２２日大宮北東ロータリークラブさんで、
「ザフェスタ42」にブース出展、広報チャリ
ティー販売を行うとの事、お出かけいただきた
いとの連絡がありました。
5.次週はガバナー訪問です。例会終了後ガバナーを
お 迎 え し、 約 2 時 間 ほど ク ラ ブ 協議 会 が 行 わ
れ、その後懇親会フリートークがあり、１６時１０
分頃終了予定です。全員参加でお願いいたしま
す。

その後、テーブル毎に、グループディスカッション
が行われました。
テーマは、
１、年齢別等による独自の年会費制度を取り入れ
ているクラブについて
２、ニコニコ(スマイル)ボックスの使用(活用)
について
３、自クラブの良いところ(自慢できるところ)
４、出席率の向上について
でした。大変参考になりました。

親睦委員会
染谷義一 委員長

青少年交換学生ウェルカムパーティーと新会員
の歓迎会を合同で開催させて頂きます。
日時：9/7(月)夜間例会 18：00～
会場：パレスホテル ３Fチェリールーム
新会員歓迎会 19：00～
8/31 お申し込み〆
大勢の会員、又奥様のご参加もお待ちしておりま
す。
※当日17：00～会員研修会を開催（入会3年未満の
会員対象） 場所：パレスホテル

委員長報告
◆地区管理運営部門セミナー報告
地区管理運営部門セミナー報告

青少年奉仕委員会
北井俊一 委員長

新見和男 会長エレクト

皆さん、今日は。8月9日(月)に川口市民ホール
「フレンディア」で行われました管理運営部門セ
ミナーに行って参りました。
井原ガバナーのご挨拶では「楽しく活気に満ち
ているクラブ」そしてRIの戦略計画を学んで下さ
いと云うお話がありました。
そして、濱野パストガバナーの基調講演では
「魅力的で元気で活気のあるクラブ」とはどんな
クラブでしょうか？と云うテーマの中から抜粋し
ますと『派閥のないクラブ』『若い会員・女性会
員が多いクラブ』『自由な中にも規律正しいクラ
ブ』『時代に即応した奉仕活動親睦活動を実施し
ているクラブ』『地区・グループへの出向者が多
い』『クラブ戦略計画が出来ているクラブ』『他
のクラブにはないユニークな魅力のあるクラブ』
等の貴重な講話がありました。
又、RLIの宮澤委員長からは、会長エレクトを
含め1クラブ5名程度の参加をお願いしますとの依
頼がありました。

来週はガバナーの公式訪問と云う事ではござい
ますが、丁度、交換留学生のマリアナさんが来週
月曜日に来日されるという事ですので、当日は
私、第一ホストファミリーの木本さん、カウンセ
ラーの渡邊さんと共にマリアナさんの空港迎えと
いうことで例会の方は失礼させて頂きたいと思っ
ております。
親睦委員長からもお話がございましたが、9/7
夜間例会で留学生のウェルカムパーティーという
ことで予定されておりますので、マリアナさんに
も出席して頂く予定です。
先月、事務局からFAXにてホームステイのお願
いをしておりますがまだ10月末からお預かり頂け
るホームステイ先が決まっておりません。是非繰
り返しのお願いではございますがホストファミ
リーをお引き受け頂ける方がいらっしゃいました
ら青少年奉仕委員の方に、是非ご連絡を頂きたい
と思います。
長期のホームステイでなくてもシルバーウィー
クの間でも、1泊でも、又夕食を共にして頂ける、

日帰りでも結構です、ご家族そろって交換留学生
と交流がしたいと云う方は是非青少年奉仕委員に
ご連絡頂ければ日程を調整したいと思いますので
よろしくお願い致します。

ロータリーの友

広報・雑誌委員会
井上勝美 委員長

1930年代、デンマーク人の木工、オーレ・キア
ク・クリスチャンセンは最高でなければ良いとは
言えないという言葉が刻まれた木製の板を壁に掛
けていました。
「レゴ」の考案者で創業当初はブナ材のアヒル
のおもちゃでニスを3度塗りした品質の高いもの
でした。クリスチャンセンは息子のゴットフレッ
ドに品質の大切さを教えたそうです。
レゴ社の成功がその事業方針、品質、効率、イ
ノベーションへのこだわりに起因していることは
よく知られています。
ロータリーが提供する製品は水、保健、平和で
あり希望、そして人生そのものです。
特集:あなたのクラブは？仲間を増やすために
卓話の泉:水と健康、温泉雑学、薬草利用の基礎
知識
ロータリーアットワーク:
川越中央RC 認知症サポーター養成講座の開催
春日部RC
自然発見塾

公式訪問前ガバナー補佐卓話

けではありませんので例年通りの公式訪問実施要
項に沿った時間配分、進行にて進めていきたいと
思います。また、大宮西RCはR財団、米山寄付に
つきましてはもうすでに双方とも100％を達成し
ており、My Rotaryにても確認させていただきま
した。誠にありがとうございます。
さて、当日ですが、10時30分にガバナーを出迎
え、会長、幹事懇談会を行います。その際に田口
会長、小木曽幹事と共に新見会長エレクトも同席
願います。ガバナーとの懇談の時間ですので畏ま
らずに、リラックスした雰囲気の中で進めていき
ましょう。
そして、昼食後、例会となりますが、表彰式、
入会式が入り、ガバナー卓話の時間となります。
少々時間的に厳しいかもしれませんので効率よく
進めていきましょう。
クラブ協議会では未来計画特別委員会、クラブ
研修リーダー、会計、ＳＡＡと進みクラブ管理運
営部門、広報部門、会員増強維持部門、奉仕プロ
ジェクト部門、青少年奉仕部門、財団奉仕部門の
順で、それぞれ部門委員長、各小委員長に発表し
ていただきます。多くの委員会となりますので時
間的にやはり2時間は必要かと思います。また、
ガバナーの講評は最後にまとめてとなると難しい
面もあるかと思いますので、それぞれ部門別か、
きりの良いところで講評を頂くことにしたいと思
います。
皆様のロータリーに対する思いをそれぞれの委
員会を通して発表していただき、質問事項がある
方もおられると思いますが、ガバナーにお答えい
ただける部分はお答えいただき、それ以外の部分
はご検討いただき、後日改めてご返答いただくと
いうかたちにしていきたいと思います。いずれに
しましても多くの会員の皆様に出席していただ
き、公式訪問を井原ガバナーとの楽しい時間とし
ていきたいと思います。是非、多くの皆様のご協
力をお願いいたします。

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

いよいよ井原ガバナー公式訪問が1週間後と
迫ってまいりました。本日は公式訪問時の全体の
流れを中心に皆様と共に話を進めてまいりたいと
思います。
井原ガバナーは18クラブの公式訪問を終え、今
週4クラブ、来週はほぼ毎日、公式訪問の予定が
入っているようです。大宮西ＲＣは74クラブ中23
番目の訪問クラブとなっています。他のグループ
ではすでに3～4クラブの公式訪問が終えていると
ころも有るようですが、第4グループに関しては
大宮西ＲＣが初めてとなっております。特段、ガ
バナーより特別な進行、内容等指示が出ているわ

～次回例会案内～
「ゲスト卓話・古沼貞雄氏」
次回例会では、高校サッカー指導者として戦後最多
タイ記録の6回優勝を誇る、元帝京高校サッカー
部監督・古沼貞雄氏をお招きし卓話をいただきま
す。
お楽しみに！

