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田口 修身

皆さん、こんにちは。ゴルフ
のマスターズは昨年のチャンピ
オンのジョーダンスピースが、
私が顔を洗って出かける用意を
している3ホールだけでまさか
の6オーバーで優勝を逃してし
まいました。あんなに強いプロでもショートホール
で7も叩くことがあるんですね。
先週は４月６日から８日まで台湾の姉妹クラブの
南投ロータリークラブを公式訪問してまいりまし
た。こちらのメンバーは１０人でした。シスターク
ラブ委員長の新城さんには大変お骨折りをいただき
ました。南投ロータリークラブは設立が我々と同じ
年度で今年丁度５３年です。シスタークラブの提携
を行って４０年以上になります。現在会員は３５名
です。
パスト会長のお嬢さんの黄さんが通訳として３日
間フルでついていただきました。黄さんは大宮西の
斉藤さんのところでもホームステイしたことがあ
り、日本の大学を卒業しています。南投の会員１０
名近くに空港までお迎えに来ていただき、熱烈大歓
迎をしていただきました。台湾中部の台中・南投市
まで大型バスで一緒に移動して夜の例会に出席して
まいりました。途中、以前訪問して桜の植樹をした
市役所近くの公園にもより桜も見てまいりました。
少し残念なことは暑すぎて桜には厳しい環境で枯れ
てしまっていたのも多く、枯れたところには最近ま
た植樹をしたそうです。
例会の公式行事の終わった後は酒宴になり大歓迎
していただきました。南投の皆さんは奥さんもたく
さんの方がお見えになっていました。今後訪問する
ときや歓迎するときは出来るだけ奥さんにも参加し

て頂けると良いのかと思いました。
これだけ大歓迎していただけるともっと大勢で
お伺いしないといけないと強く感じましたので、
次 回 訪 問 時 は も っと 多 く の 方の 参 加 を 希望 し ま
す。
今日は、転勤・異動で替わられた方も含めて6人
の入会式が行われます。これで１０９人になりま
す。浦和クラブが１２４人だそうですので、背中
ははっきりと見えてまいりました。今後、クラブ
のプログラムも充実させて名実ともにNo１クラブ
を目指す基礎はしっかり出来つつあります。皆さ
ん積極参加でロータリーを楽しみましょう。今日
もよろしくお願いします。

お客様ご紹介

中村雅之 副会長
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✿入会者 遠山

諭様 ご紹介

髙橋誠一 会員
本日は６人の入会式で私は三菱東京UFJ銀行の遠
山支社長をご紹介させて頂きます。1965年9月3日
生まれの50歳です。ご家族は奥様、大学生と高校
生のお嬢様がお二人いらっしゃいます。後は自己
紹介でお話し頂きたいと思います。

✿入会者 田所龍雄様 ご紹介
海保邦男 会員
田所龍雄様をご紹介させて頂きます。昭和43年
11月19日生まれの47歳で、(株)アゲオの代表取締
役でいらっしゃいます。コンクリートの製品製造
業ということです。後程自己紹介の時に色々お話
しはあるかと思いますので、皆様どうか宜しくお
願い申し上げます。

✿入会者 重松高浩様 ご紹介
大熊雄喜 会員
アルソックの三代目の会員様をご紹介致しま
す。お名前は重松高浩様、現在47歳でございま
す。武藤さん、古屋さんに続いて三代目です。奥
様、ご長女、ご子息の家族構成です。趣味はドラ
イブということです。一人一人への紹介は又次の
折にさせて頂きます。宜しくお願い致します。

✿入会者 石丸主憲様 ご紹介
結城

剛 会員

私からのご紹介は、司法書士の先生で司法書士
法人すぐろ・いしまる事務所の代表社員でありま
す石丸主憲様をご紹介させて頂きます。昭和50年
生れ、川越市にお住まいで奥様、お二人の小学生
のお嬢様というご家族でいらっしゃいます。とて
も良い先生ですので是非ご利用下さいます様、宜
しくお願い致します。

✿入会者 永井

博様 ご紹介

矢尾喜三郎 会員
永井 博様をご紹介させて頂きます。前回オブ
ザーバーとして例会にご出席頂きました。今日初
めて隣に座らして頂き、「ゴルフが得意と伺って
いますが」とお話ししましたところ、「超へた、
ただ好き」だということです。後でご挨拶いただ
きます。皆さん宜しくお願い致します。

☆入会者ご挨拶
株式会社三菱東京UFJ
株式会社三菱東京UFJ銀行
UFJ銀行
大宮支社
支社長 遠山 諭 様
皆様こんにちは。今般、三光ソフランホール
ディングスの高橋誠一様にご紹介頂き、承認頂き
ました遠山でございます。
私は、現在、三菱東京UFJ銀行の大宮支社長とし
て２年が経過しておりますが、１２年前にも、大
宮の次長職をやらせて頂きましたので、銀行員人
生２９年のうち５年５ヵ月にわたりこの地でお世
話になっており、出生地の山梨に次ぐ月日をこの
地で金融業を通じ、過ごしております。
大宮西ロータリーにも、多くのお取引様が入会され
ており、日頃より大変お世話になっております。
縁という意味では、既存会員の野村證券の藤井
支店長とは、山梨の吉田高校時代に同窓のクラス
メートであり、更に、西武ライオンズの田辺監督
も我々の一つ下の後輩になります。
ということで、何かと縁のある埼玉、大宮の皆
様方と共生し、「おもいやり」の気持ちをもって
尽力する所存にて、今後とも皆様のご指導ご鞭撻
の程宜しくお願い致します。

☆入会者ご挨拶
株式会社アゲオ
代表取締役 田所龍雄 様
株式会社アゲオの田所です。当社は伊奈町で創
業して４８年目になります。鉄道用コンクリート
製品に従事しており私は２代目ですが、後継者も
社業に専念しており業歴やより良い経営を目指し
ております。今回パレスホテル大宮の海保邦男社
長様からのご紹介で入会を承認していただきまし
たクラブのことをよく理解し奉仕の心をもって活
動に取り組んでいきたいと存じますので、ご指導
よろしくお願いいたします。

✿入会者 山本貴之様 ご紹介
☆入会者ご挨拶
柴木健之 会員
山本貴之様をご紹介させて頂きます。浦和で不
動産業を営まれ、今年41歳ということです。実は
私よりロータリー歴がありまして半年以上前にな
りますが、浦和ダイヤモンドロータリークラブに
属していらっしゃいました。その後私と出会い、
ロータリークラブに推薦させて頂き本日になりま
した。ご本人に一つ謝らなくてはいけないことが
ありまして、実は今日入会式がある事をお話しし
ていなかったものでして本人が何も知らずにこち
らに来て頂きました。この場に立って頂いており
ます。申し訳ありませんでした。どうぞ宜しくお
願い致します。

綜合警備保障株式会社
埼玉中央支社
支社長 重松高浩 様
大熊会員より紹介頂いた「ALSOK綜合警備保障
(株)」の重松と申します。
皆様に早く顔を覚えて頂きたいので私の特性を
お話しします。通常は礼時に前面で手を組みます
が、横に重ねて礼をしてしまう職業病が出ますの
で、その様なシーンを見たらALSOKの重松だなと
思って頂けると嬉しいです。今後、宜しくお願い
致します。

☆入会者ご挨拶

幹客
事様
報ご
告紹介
お

中村雅之 副会長

プルデンシャル生命保険株式会社
エグゼクティブライフプランナー
永井 博 様
幹事
このたびは正式に入会させて頂きまして誠にあ
りがとうございます。月曜日は毎回午前中に都内
で会議があるものですから、12時前後ぎりぎりの
到着になること懸念しますが、遅刻しないよう頑
張りたいと存じます。私は、長野県上田市の出身
であります。現在地元は、ＮＨＫ大河ドラマ真田
丸の関係で大変盛り上がっております。田舎に帰
省しやすいということで埼玉に家を構え、また特
に大宮の地は、10年前に所長として事務所を開設
した地であり、妻との初デートの場でもあること
から、大変思い入れある土地です。実は、今回丁
度同じタイミングで新宿西ロータリーからも熱心
にお誘いを頂いていたのですが、迷うことなく当
会に入会させて頂くことにさせていただきまし
た。若輩ものですが、頑張ってまいりますのでど
うぞよろしくお願い致します。

☆入会者ご挨拶
司法書士法人
すぐろ・いしまる事務所
代表社員 石丸主憲 様
株式会社サイボウの結城さんよりご紹介いただ
きました、石丸主憲と申します。武蔵浦和で司法
書士をやっております。不動産登記、会社の登記
を中心とした業務を行い、より幅広い業務に対応
できるよう日々研鑽を積んでおります。大宮で８
年修行した後武蔵浦和で開業し、今年で６年目に
なりました。今回はご縁があって大宮西ロータ
リークラブへ入会させていただくこととなりまし
た。皆様何卒よろしくお願い致します。

☆入会者ご挨拶
株式会社栄進住宅
代表者 山本貴之 様
(株)アウル柴木様よりご紹介頂きこの度入会さ
せて頂く事になりました。早くクラブの事を理解
出来る様、田口会長が仰っていた先ずは「出席」
を念頭に置き「奉仕」の精神を持って取り組んで
行きたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

小木曽賢己

1、ペットボトルキャップ回収事業について、指扇
北小学校から160ｋｇの提供がありました。ポリ
オワクチンに換算すると約160人分にあたります。感
謝申し上げます。
2、次週18日は大宮ろう学園にて砂場清掃の移動例
会になります。9時30分に現地にお集まりくださ
い。11時50分終了予定です。

会員卓話
中牟田

久 会員

『大宮・さいたまの
発展のために』
日本の人口が減少していく中で、大宮・さいた
まが今後も発展していくためには、「流動人口」
と「定住人口」の両方を増やす必要があります。
そこで「交通の要所」である強みを活かして次の
点に着目しました。
１.大宮駅で乗換えるお客さまに駅のそとに出て
買い物や飲食などをしていただく
２.近県から大宮に来ていただく
３.外国人観光客にも大宮に来ていただく
１と２は、大宮にある美味しい物、おしゃれな
物、おすすめのお店などを皆さんでフェイスブッ
クなどのＳＮＳに投稿して紹介しましょう。ＳＮ
Ｓの口コミは偉大です。
３はＷⅰＦⅰの整備や外国語表記など環境の整
備も必要ですが、大小様々な宿泊施設が積極的に
外国人観光客を受け入れる必要があります。大
宮・さいたまには文化・歴史・自然がある一方
で、外国人が注目している居酒屋やラーメン店も
多数あり、「日本人と触れ合いたい」、「ジャパ
ンオリジナルを知りたい」という外国人観光客の
ニーズに合った街である強みを活かして、インバ
ウンドに取り組んでいきましょう。

ソウル国際大会ガバナーナイト出席者募集
副会長

新井清太

今年度ソウル国際大会ですが、
現地でのガバナーナイト出席者を
募集しています。
日程は５月２８、２９、３０日の予定ですので
参加していただける方は新井までご連絡お願い致
します。

～次回 例会案内 ～
次回例会は１週お休みして5月9日(月)の開催とな
ります。誕生日祝やロータリーの友解説、また、次
年度方針についてのクラブ協議会も行われますの
で、皆様ご参加のほどよろしくお願いいたします。

