会 長 あ い さ つ
会長

田口 修身

皆さん、あらためましてこん
にちは。先週土曜日はピンクリ
ボン運動が行われました。寒い
なか参加されました会員の皆様
ご苦労様でした。アメリカで
３０年くらい前に始まったピン
クリボン運動も多くの人に広まってまいりました。
早期発見早期治療が当たり前になり乳がんでつらい
思いをする人がいなくなることを期待したいです。
クラブ行事ではありませんが、先週火曜日に高橋
パスト会長の三光ソフラングループの４０周年記念
パーティーが盛大に行われました。４０年でこれだ
け大きな企業グループを達成しながらこれからが出
発点だとの挨拶はすばらしいと思いました。
ロータリークラブは人材育成の場であると言われ
ています。高橋パスト会長の姿を見て「俺ももっと
頑張ろう」と思った会員も多かったのではないかと
感じました。身近にお手本があり、背中を見て学ぶ
ことが出来れば若い会員皆さんの成長にも寄与する
ことになります。ありがとうございました。
今日は野村幸永さん、山内一賢さんの入会式を行
います。今日で会員は９５人になります。早く目標
の１００人を突破できるよう会員増強のほうも皆さ
んよろしくお願いします。
今月の１４日、１５日は地区大会があります。多
くの方の参加をお願いします。そしてこの時期にな
りますと来年の地区役員も決まってきます。地区か
ら地区で活動する役員の派遣要請がきていました。
来年は荒井さん、新井清太さん、小沢さん、島村さ
ん、清水さん、吉田宏さん、そして新見さんが来年
会長で地区を離れますので代わりに私が財団に行く
ことにします。あと２．３人声を掛けていますので

Yesの返事をいただければと思います。
大宮西RCは会員が増えても地区で働く人が少な
いと言われているそうです。若いキャリアのメン
バーが多いのも事実ですが、私も含めて４年以上
のメンバーも多くなっていますのでどんどん地区
に出て活躍し名実ともに将来２７７０地区をリー
ドしていくクラブを目指しましょう。今日も盛り
だくさんですがよろしくお願いします。

お客様・奨学生・交換学生ご紹介
中村雅之 副会長
株式会社エイトリーブス
代表取締役 野村幸永 様
株式会社ユニックコーポレーション
営業部長 山内一賢 様
米山記念奨学生
潘
威君
青少年交換学生 Mariana Ramos de Carvalho
(マリアナ･ラモス･デ･カルバーリョ)さん

青少年交換学生
Mariana Ramos de Carvalho
(マリアナ･ラモス･
デ･カルバーリョさん)
デ･カルバーリョさん)

皆さんこんにちは。先週
の土曜日にホストファミリー
を変わりました。私はホス
トファミリーを好きです。
明日大泉に行きます。おと
といロータリアンとピンク
リボン運動に行きました。
昨日バーベキュウに行きました。とても楽しかっ
たです。ありがとうございました。宜しくお願い
します。

米山記念奨学生

潘

威 君

皆さんこんにちは。時間の流
れは速いです。こんなに寒い時
期になりました。自分も奨学生
として半年が過ぎました。私の学生生活は３カ月
位しかないです。残りの時間は卒論とかに専念し
て頑張りたいと思います。宜しくお願いします。

か内装工事を中心にされておりまして、海外中国
の方にも会社を展開されております。弊社のグ
ループホームや介護施設とかにカーテン等を納め
て頂いております。会社は東京都葛飾区に構えら
れていらっしゃいます。肩書は営業部長と云う事
ですが、お父様が社長をされているという事で
す。年齢も若い事ですのでこれからロータリーの
方も長くやって頂ければな、と思います。どうぞ
山内さんを宜しくお願い致します。

☆入会者ご挨拶
株式会社エイトリーブス
代表取締役 野村幸永様

入会式
✿入会者 野村幸永様ご紹介
野村幸永 ご紹介
竹内雅人会員
ご紹介させて頂きます。野村幸永さんと申しま
して、さいたま市は西区の方にご在住と云う事で
す。仕事は株式会社エイトリーブスと云いまし
て、家具業を営んでいるという事です。小さな雑
貨・小物から上は何百万、何千万と云う高級家具
迄、骨董品に至るまで幅広く扱っているというこ
とです。また、新築の現場でも作り付けの家具
だったり、全般に亘って家具業を行っているとい
う事です。彼にはもう一つ肩書がありまして、温
泉ソムリエの資格を持っており、どこの温泉はど
のような物質があり、どのような効能があってど
のように良いのか、高齢化社会と言われ、お年寄
り、体の不自由な方も増えてきておりますが、そ
のような方々にも温かく良い温泉がご紹介でき
る、そんな側面も持っていらっしゃるわけでござ
います。前回入会されましたカツミテクノの坂本
さんとも家がご近所で子供同士も同じ学校で、家
族ぐるみのお付き合いをされているという事で
す。お互いに一人ぼっちではなく、お二人でお互
いに切磋琢磨してロータリアンとして頑張ってく
れるのではないかなと思うところです。皆さんと
は長いお付き合いになると思いますので、どうぞ
可愛がってやって下さいます様宜しくお願い致し
ます。

✿入会者 山内一賢様ご紹介
山内一賢様ご紹介
石塚

明会員

皆さんこんにちは。山内一賢さんのご紹介をさ
せて頂きます。1971年9月生れの44歳とお若いで
す。
お住まいは三郷市で、会社は株式会社ユニック
コーポレーションさん、事業内容は、カーテンと

このたびは、竹内雅人様よりご紹介を賜り、大
宮西ロータリークラブに入会させていただきまし
た野村幸永です。若輩者の私が由緒ある大宮西
ロータリークラブへ入会させていただき感謝の至
りです。
東京品川区のＴＯＣビルにて店舗を構え、家
具・インテリア小物の卸売・小売業をいたしてお
ります。取扱品は、伝統工芸品・岩谷堂箪笥を中
心に一般家庭用家具から業務用家具迄、扱ってお
り、今年で創業22年になります。
もう一つの肩書といたしまして、温泉ソムリエ
をしております。体調に合った温泉の入り方や入
浴中に事故に遭わない入り方などの普及活動をし
ております。気になる事等ございましたら、お気
軽にお尋ねください。
至らぬ点が多々あると思いますが、今後共何卒
よろしくお願い申し上げます。

☆入会者ご挨拶

株式会社ユニックコーポレーション
営業部長 山内一賢様
本日、入会をさせて頂く事になりました。株式
会社ユニックコーポレーションの山内一賢と申しま
す。主に内装工事及びカーテンの販売をしており
ます。今回、メディカルケアサービス石塚様より
お誘いで入会させて頂く事になりましたが、実は
前回一度お断りをしたことがあります。それは実
務をやっている関係で時間が取れないと思ったか
らです。ですが今回入会をさせて頂く事を決心し
たので、今後はどう時間を作るかを考えたい と
思ったからです。
今後は、諸先輩方の様々なお話を聞きながら勉
強をさせて頂き、活動をさせていただければと
思っています。よろしくお願いします。

写真左から山内様の紹介者石塚 明会員、山内一賢
新会員、野村幸永新会員、野村様の紹介者竹内雅人
会員、田口修身会長

幹事報告

幹事

小木曽賢己

1、地区大会が１１月１４日と１５日に行われま
す。当日使用する名札は、各自でお持ちいただ
くようお願いいたします。又大会会場には地区
の受付付近に、事務局の大島さんに居てもらい
ます。大会資料をお受け取りいただき、クラブ
でまとまって座る場所を確認してください。
2、大会において「認知症フォーラム基調講演」
が開催されます。こちらにはロータリアン以外
の方も参加を呼び掛けていただくようパンフレット
が配布されております。
3、11月のロータリーレートは1ドル120円です。
4、ボックスの資料を受け取る際、必ずご自分の
名前を確認してください。

委員長報告
社会奉仕委員会
髙橋秀樹 委員長

乳がん月間である１０月一カ月間にわたり今年
で３回目となるピンクリボン運動を実施いたしま
した。
まず、１０/１にソニックシティビル２Ｆ正面
玄関にピンクリボンツリーを設置し、乳がん撲滅
の祈りを込めてピンクのリボンをツリーに結んで
いただきました。白いツリーがみるみるピンク色
に輝いていき、関心の高さを実感しました。
乳がん月間のフィナーレとなる３１日は、
①１０時〜１５時 大宮区民ふれあいフェアにピ
ンクリボンブースを出展。
疑似乳房の触診体験や乳がん相談に来られたお
客様は４６０名で昨年（２７０名）を大きく上
回り、改めて関心の高さを実感しました。

②１６時〜１７時 乳がん撲滅や点灯式開催を告
知するティッシュを配布。
大宮駅西口２Ｆ歩行者デッキで行い、４５００
個のティッシュを配布しました。
③１７時半～ ミスユニバース２０１６ファイナリス
ト等１２名によるピンクリボンチャリティーファッ
シュンショー、１８時〜点灯式。
点灯式には関係者や一般市民合せて約２００名に
参加いただきました。井原ガバナー、遊馬ガバ
ナー補佐にもお越しいただきました。点灯式では
田口会長にご挨拶をしていただき、その後来賓の
方によるカウントダウンで、パレスホテル壁面に
ピンクリボンマーク、ビルとホールの壁面をピン
ク色でライトアップしました。２２時までライト
アップして無事終了しました。
土曜日の夕刻での開催にも拘わらず、５０名以
上の会員の方にご参加いただきましたこと、又ポ
リオへの募金にご協力（４，９５２円）いただき
ましたことに心から感謝申しあげます。
乳がん撲滅運動はこれで終わりではなくこれか
ら始まります。会員の皆さんの女性従業員の方が
乳がんに罹患し、心身ともに大きな苦痛を受ける
ことのないように、乳がん検診を受診するようお
声掛けいただきますよう心からお願いいたしま
す。
地区
ローターアクト・RYLA
ローターアクト・RYLA委員会
RYLA委員会
島村まり子 委員
ＲＩＬＡ研修セミナーの募集のお願いです。
１７歳から３５歳の男女でリーダーシップを養う
という目的です。
第１回、２回の研修を経て第３回２０１６年４
月２，３，４日、朝霧高原富士山ＹＭＣＡへ日本
の酪農の現状を学ぶことを通じてリーダーシップ
を養うという研修を行います。ふるってご応募お
願い致します。井原ガバナーよりのお願いでし
た。

青少年奉仕委員会
北井俊一 委員長
青少年奉仕委員会より報告します。
①３１日の夜間例会に2番目のホストファミリー
の田中様がお越しになりましたが同日3番目の
ホストファミリーの前澤様とも面会し、正式に
御引受け頂けることとなりました。
②来年度の派遣候補生のスポンサーについて、当
クラブにも打診はありましたが、現時点では決
まっておりません。
③会員の皆様のお子様、お孫さんで、海外への交
換留学にご関心のある方は、青少年奉仕委員ま
でご一報下さい。

例会主題
ロータリー財団委員会
親睦委員会
染谷義一 委員長
11月29日、30日の親睦旅行には多数のお申込み
を頂き有り難うございます。参加者の皆様には集
合時間、場所等改めてご案内申し上げます。また
12月24日、「ご家族クリスマス例会」を「美川憲
一クリスマスディナーショー」にあて、近々ご案
内申し上げます。引き続き宜しくお願い申し上げ
ます。

ロータリー財団委員会
藤池誠治 委員長

１１月は財団月間です。今までは永年に渡り寄
付額が世界第２位を誇ってまいりましたが、本年
度の国際総額では、米国、韓国に次いで第３位で
す。
２０１５年１０月現在の金額は、
米国＄13,377,178、
韓国＄5,949,192、
日本＄3,186,537です。

奉仕プロジェクト部門
清水恒信 委員長
先々日10月31日(土)に埼玉県立特別支援学校大
宮ろう学園の開会式に参加して参りました。第54
回目の「のばら祭」と云う事で中高生の手話ダン
ス小１、2、3、の子供さんたちの十二支のお話の
劇から始まって2日間に渡る学園祭が始まる訳で
す。

お誕生日おめでとう！

11月生まれ

円谷友香 (11日)、清水恒信(13日)、冷牟田正見
(16日)、小島 徹(20日)、中村健一（20日）、関
根正美(23日)、村山 大(24日)、大楽 剛（30
日）、風岡 洋（30日）各会員

今日大宮西ロータリーの財団支援部門委員会の
中のロータリー財団委員会の役得で、ロータリー
としていろいろな人達をお世話している中の米山
奨学生の受け入れやＲ財団奨学生派遣や又、クラ
ブとして苦労している青少年交換学生の派遣と受
け入れについて財団員会とは多少関係ありません
が、日々行動を共にする人たちの米山に関する大
学や大学院生等の大人たちは特に私からコメント
はありませんが、高等学校の交換留学生について
は少し話をしたいと思います。
私がロータリーの高校生交換学生を受け入れた
の は 、 １９ ８ ８ - １９ ８ ９ 年 ホス ト フ ァミ リー
としてでした。
当時は、当クラブの派遣学生がクラブメンバー
の子女が多かったので、受け入れ家族集めをその
メンバーが行っていました。
交換学生受け入れに対しては、来日する時には
６家族全てが決定していましたし、来日前にチー
ムワーク作りもあって、来日中も夫婦や家族含め
ての会合も行われ、情報交換がスムーズにいきま
した。私も５－６年受け入れましたが、息子も娘
も大学や社会人になると中々彼らの相手も出来
ず、多少連続の事もあって、暫くお手伝いをして
いません。
こんな良い制度に気が付いたときは、二人の子
供はそのチャンスの年がとっくに過ぎていまし
た。

代表して清水恒信会員からご挨拶がありました。
是非このように会員も若返り、多くの会員の家
族構成も２４－２５年前に戻ったような気がしま
す。
是非ロータリーの青少年交換の素晴らしい制度を
満喫していただくためにも参加していただきたい
と思います。

一番印象に強いのは、オーストラリアからきた小
児麻痺を患った女の子でした。
とても朝のラッシュアワーの通学が不可能で
し た。
１年間我々は、全会員が車で朝の送迎を行う為に
チームを作りました。
会員全員が同じ事への目的で結束の輪ができた
１年でした。
海外１年の滞在は各地から集まったロータ
リー師弟達が安心安全な家庭の下で仲間と
なって人生に大きな影響を及ぼすプログラム
であることを確信しています。

地区大会
11月
12：30
11月 14日地区大会１日目
14日地区大会１日目 登録開始12
12 30
場所：浦和ロイヤルパインズホテル
対象：地区役員、会長、幹事(
(次年度含)
)、
５大奉仕委委員長、希望者
11月15
登録開始12
12：00
11 15日地区大会２日目
15
12 00
場所：さいたま市文化センター
対象：全会員
記念講演、クラブ紹介
※胸名札は各自例会場からお持ち頂き、次回
例会にお待ち下さいます様お願い致します。

10/31大宮ろう学園「のばら祭」
10/31大宮ろう学園「のばら祭」
奉仕プロジェクト部門
清水恒信 委員長

11/29(日
11/29(日)～30(月
30(月)親睦旅行
集合時間：午前８時２０分
集合場所：大宮駅 びゅうプラザ大宮店舗内

のばら祭に奉仕プロジェクト部門の清水恒信
委員長が出席されました。

利用列車：かがやき５０５号

大宮駅 ９時２分発

～次回通常例会案内～

次回通常例会は12月7日(月)、
セントラルスポーツの具志堅様の卓話があ
ります。是非楽しみにご出席ください。

バザー品のご協力、
有り難うございま
した。

大宮ろう学園より下記のご連絡がありました。
バザーの収益金は￥８４，５００でした。
次年度の登録、遠征費用にあてさせて頂きま
す。ありがとうございました。

