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みなさんこんにちは！週末心配
された雪もたいしたことがなく済
みました。２週間前はとても大変
でした。雪国と違って、少しでも
雪が積もると滑ってけがしたり、
交通マヒになったりで大きな影響が出ます。
今日から２月に入りました。ロータリークラブで
は次年度の動きが活発になってまいります。地区役
員になった方のセミナーや財団のセミナーが開催さ
れます。次年度はわが大宮西クラブからも地区役員
として９人参加します。みなさん大変ですが積極的
に地区での活躍を期待します。来月になりますと、
新見エレクトの参加するＰＥＴ研修が予定されてい
ます。私自身、１年を振り返って見ますと年度の始
まる３，４ヶ月前が、いろいろな会議が続き一番忙
しかったような気がします。新見さん頑張ってくだ
さい。
土曜日は深夜に嬉しいニュースがありました。既
に決勝進出でリオのオリンピック出場も決めてい
た、サッカーのＵ23アジア大会で日本が韓国に勝っ
て優勝しました。前半リードされ後半すぐに２点目
を取られやはり駄目かと思っていた２０分過ぎに立
て続けに得点し同点に追いつきました。残り少ない
３６分に３点目を取り逆転で勝ちました。サッカー
では２対ゼロはセーフティリードでないと言われて
います。昨年１１月の大宮アルディージャが２対ゼ
ロから後半残り少ない時間に逆転勝ちしてＪ2優
勝、Ｊ１昇格を決めました。応援していたチームが
２対ゼロから逆転勝ちするとこんな気持ちいいこと
はありません。逆の場合は最悪ですが・・・。オリ
ンピックでも頑張ってほしいと思います。
今日はシルバー人材センターの佐藤さんに卓話を

お願いしてあります。シルバー人材センターの顧
問をされている元浦和南ロータリークラブの桶本
さんと大竹先輩が知り合いで今回の卓話のお話に
なりました。安倍政権では一億総活躍、生涯就労
を謳っています。年を取ってからも元気に働き活
躍 す る こ と を 標 榜し て い ま す。 卓 話 の 目的 は 、
我々が今後登録して働くということではありませ
ん 。 シ ル バ ー 人 材セ ン タ ー とい う 制 度 を理 解 し
て、みなさんが会社経営を行っていく上で人材確
保に少しでも役に立つことがあればと思いお願い
しました。よろしくお願いします。
今日も入会式・誕生日祝い・卓話と盛りだくさ
んです。どうぞよろしくお願いします。

お客様ご紹介

新井清太 副会長

公益社団法人さいたま市シルバー人材センター
本部事務所 総務課長 佐藤まゆみ 様
同上
主幹 小野瀬健二 様
有限会社 丸国商事
代表取締
横溝 一樹 様
青少年交換学生 Mariana Ramos de Carvalho
マリアナ さん
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・カラバーリョさん
1月は、私は東京とクラブ活動とオリエンテー
ションとカラオケに行きました。カラオケは大好
きです。土曜日にホストファミリーが変わりまし
た。今は、前澤家族と住んでいます。今月は5日～
7日、私と青少年学生皆でスキーツアーに行きま
す。まりちゃんと東京のミュウジカルに行き楽し
かったです。チケットを頂いたのは高橋さんで
す。髙橋さん、どうも有り難うございます。宜し
くお願いします。

米山記念奨学生
潘

威

幹事報告

君
幹事

皆さんこんにちは。先週は学
校のテスト、卒論発表会、ノート等全部終わりま
して全部無事に合格しました。来週は中国の正月
で本当に帰りたいですが最近子供が病院に通って
おりますので帰れなくなりました。来月は奨学生
の卒業です。わずかな2カ月間宜しくお願い致し
ます。

入会式
✿入会者 横溝一樹様 ご紹介
小島

徹 会員

皆さんこんにちは。今日は横溝一樹さんを紹介
致します。
有限会社丸国商事代表で不動産の賃貸業をして
おります。ここにいる渋谷さん、新藤さんと共に
他の方も何人か、お父様と長い間おつき合いさせ
て頂いておりました。最近、旅行とか勉強会に出
るようになられており、駄目もとで声掛けてみよ
うかといった訳です。是非ロータリーに入って勉
強したいと快諾して頂きました。また、ゴルフ好
きでいらっしゃいます。お抱え運転手で、是非ゴ
ルフに誘ってあげて下さい。

☆入会者ご挨拶
有限会社 丸国商事
代表取締役 横溝一樹 様
この度、小島様の紹介で入会させて頂くことに
なりました、有限会社丸国商事代表の横溝と申し
ます。
上小町の方に長く暮らしておりますが、今回
ロータリーに参加させていただくことで、改めて
地元や地域との関わりについても考えるきっかけ
や発見につながる良い機会になるのではないかと
思っております。何事にも興味を持って活動して
いければと思いますので何とぞよろしくお願いい
たします。

小木曽賢己

1、本日米山と財団の寄付の領収書が
ポストに入っております。再発行できないと言
われておりますので、必ずお持ちくださいます
ようお願いいたします。
2、今後の予定につきまして、下記ご確認お願い
いたします。
①2月15日 振り替え休日
②2月16日
第4グループ インターシティーミーティング
③2月18日 地区研修セミナー
④3月3日 大宮中央RC 30周年記念祝賀会
⑤3月26日 ナイトミュージアム（鉄博）

委員長報告
会員増強維持部門委員長
高橋誠一 委員長
本日、横溝さんが入会しまし
て101名となり、今日の理事会で4名の承認があり
ました。非常に皆さんがバランスよく紹介して頂
いており、105名になります。田口年度現在まで
の入会者18名、これから5名入りますので今110名
まで来ています。あと20名を5か月で是非紹介し
て欲しいと思います。紹介頂いている方がまだ詰
められておらずそのままになっている方もいま
す。勿体ないので是非詰めて頂きたいと思いま
す。次回は紹介者名簿を皆さんに渡します。紹介
されていない方が分かりますので、その方にお願
したいと思います。宜しくお願いします。

シスタークラブ委員会
新城盛辛 委員長
先週例会終了後に台湾の南投ロータリークラブ
公式訪問のご案内を流させて頂きました。金額が
入っておりませんが、常識範囲内で考えておりま
す。取敢えず出欠のご返事お願い致します。

お誕生日おめでとう！

２月生まれ

親睦委員会
山崎一祥 副委員長

田口修身会長にバッジを付
けていただく横溝一樹新会員

渋谷廣慶(4日)、天池健二(5日)、小沼輝雄(11日)、
関根政勝(17日)、染谷義一(21日)、村松宏呂子(23
日)、冨加見俊彦(25日)、齋藤 實(28日)、高橋真貴子
(28日)、各会員

代表して、渋谷廣慶会員からご挨拶頂きました。

ゲスト卓話
公益社団法人
さいたま市シルバー人材センター
佐藤まゆみ 様

会員数 ５，００５人（男性３，５８１人女性
１，４２４人）２７．３．３１現在
●主な仕事
パソコン指導・植木剪定・除草・襖障子張り・毛
筆筆耕・駐車場・駐輪場・施設管理・清掃・家事
援助サービス・内職・空き家管理
地域の高齢者・シルバー人材センターをご活用く
ださい。
また、退職者の方々に健康維持のためシルバー人
材センターへ入会をお勧めください。
ご清聴ありがとうございました。

<シルバー人材センターの
生涯現役社会の実現に向けて>
●これからの時代を支えるシルバー人材センター
福祉の受け手ではなく、社会の担い手として、
長年培ってきた知識と経験を生かし、シルバー人
材センター（以下センター）の会員（６０歳以上
で健康で働く意欲のある方）が生き生きと働いて
います。
ボランティア活動をはじめ、さまざまな社会活
動に参加し地域に根差した活力ある地域社会づく
りを目指しています！！
●仕組み
センターは、高齢者等の雇用の安定等に関する
法律に基づいて全国的に作られた組織で、その目
的は高齢者が長年にわたって培った知識や経験、
技能を活かして臨時的就業等で、働くことを通し
て健康で生きがいのある生活の実現と地域社会の
活性化と福祉の向上に大きく寄与することを目指
しています。
それぞれの市区町村ごと(１行政区１法人）に設
置されております。
センターの運営は、会員によって自主的・主体的
におこなわれています。
依頼者からの仕事を、責任をもって請負い、会員
に仕事を提供し、仕事量に応じて配分金（報酬）
が支払われます。
※センターが会員に提供する仕事は、「月１０日
以内」又は「週２０時間以内」の業務です。
●配分金（報酬）は１人当たり約３２，０００円/月
（２６年度実績）となります。
これは、定年後の生活費として不足している金額
４０，０００円に相当する額と言われており追加
的収入を得ることにより生活に潤いがでます。
●センターの就業や活動を通じて楽しい仲間づく
りができます
会員の技能・技術を高めるための各種講習も実施
されています。
●センターを通じて就業した会員の年間医療費
は、一般高齢者の年間医療費を6万円弱下回って
おり、医療費の抑制に貢献しています。
●平成26年度契約金額実績 1,676,586,002円

会員卓話・
イニシエーションスピーチ

武蔵野銀行 本店営業部
齊藤政春 会員

部長

大宮西ロータリークラブに入会させていただき
6カ月間、会員の皆様には大変お世話になり、楽
しく充実したロータリーライフを過ごしており感
謝申し上げます。
ぶぎんでは、歴代2名の頭取が、大宮西ロータ
リークラブ会長職を務めており、大変歴史ある名
誉な会であると実感しています。
昭和63年入行し、今の私があるのは多くのお客
様や先輩行員に育ててもらったことが大きく、感
謝しております。だから、「人財育成」は私の重
要な役割であり、「個の力」で勝負できる若い行
員を多く作り上げていきたいです。また、私は飲
食業を営む両親の背中を見て育ったことから、銀
行＝サービス業としての存在感も人一倍出せてい
るかもしれません。
最後に、染谷委員長の素晴らしい企画により、
歌って踊れるバンカーをお見せでき大変光栄で
す。ありがとうございました。ジャパ～ン！！

～ 次 回 例 会 案 内 ～ : 次 回例会は16日(火)、清水園に
て第4グループIMとなります。受付13：30、点憧14：30
です。よろしくお願いいたします！

