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会 長 あ い さ つ
会長

新見 和男

こんにちは。本日は新藤名誉
会員をはじめ、清水ガバナー補
佐他、皆様にご列席頂きまして、
誠に有り難う御座います。また
地区 財団から中川前部門委員
長をはじめ多数お見えになって頂き、有り難う御座
います。
それでは、発表させて頂きます。
今年度 クラブテーマ
「 親睦と奉仕そして人づくり 」
この度２０１6-２０１7年度、第５4代の会長を拝命
することになり、深く感謝申し上げますと共に、身
に余る光栄と責任の重さを深く感じ、身の引き締ま
る思いでございます。入会して以来、３年目に地区
の財団奨学平和フェロー学友会に出向させて頂きま
した、例会では仲間たちとの交流を楽しみながら、
とても充実したロータリーライフを経験させて頂き
ました。地区では、奨学生の海外希望大学または大
学院への送り出す為のお手伝い、そして平和フェ
ローの学生へのカウンセラーなど、多岐にわたり貴
重な体験をさせて頂きました。クラブでは、プロ
ジェクトの管理や人前でのプレゼンテーションを行
う為のスキルを磨いたり、他では会うことの出来な
いような人々との出会いがあります。異業種の仲間
と一緒にプロジェクトに取り組めるのもロータリー
クラブならではの魅力であり、この素晴らしい活動
をあまねく知らせて、新しいロータリアンの加入、
育成にも力を注いで参ります。当クラブは１９６３
年に３０名の会員を擁して創立され以来５３年間と
いう長きに渡り活動をして参りました。ここ数年で
新しい会員も加わり、現在は会員数１１０名を超え
る規模となりました。

ジョン・ジャーム会長は「最も大切ながら最もシ
ンプルなこと、それはロータリー全体の発展を望
むなら全員が同じ方向に進まなければならない」
とおしゃっています。新しい年度がスタートしま
したが、これを契機に会員の皆様には、今一度初
心に返ってロータリーを学んで、レベルアップを
図って頂くと同時に、クラブとしても知識や経験
の継承を図って、会員全員が同じ目標に向かい相
携えて邁進していきたいと存じます。
今年度クラブテーマに沿って親睦と奉仕活動を
推進しながらクラブの今後の為の人づくりに傾注
したいと存じます。小職はまだロータリー歴の浅
い身でありますが、理事・役員また会員の皆様の
ご協力を頂きながら誠心誠意、全力を傾けて当ク
ラブの発展に尽くす覚悟でございます。どうぞ宜
しくお願い致します。
大宮西ロータリークラブの重点目標
ロータリークラブが目指すのは「親睦と奉仕」
です。会員相互の親睦を通して心の通じ合う仲間
を作り、奉仕活動を実践します。
○委員会活動を活発化して、ベテラン・中堅・新会
員との世代を超えた交流を深める。
○当クラブは規模にあった奉仕活動を行います。
国際的な視野に立ってグローバル補助金事業の
検討。地域社会に根付いた奉仕活動を行います。
○各種奉仕活動とマスメディアを通じて認知度の
向上を図ります。ＳＮＳ等を使い、外部への発
信します。
○1917年ロータリー財団創始者アーチ・クランフ
が「世界でよいことをしよう」と提唱されまし
た。2017年はロータリー財団100周年を迎える事
になります。世界でもっと良い事を推進する大
きな活動であるポリオの撲滅も視野に入ってき
ました。ロータリー財団への会員の理解を深め
ましょう。

親睦と奉仕そして人づくり
事務局：さいたま市大宮区桜木町1-11-2 YK-12ビル 4F
TEL.048-871-8881 FAX.048-871-8882
E-mail：info@rc-omiya-west.com HP : http://rc-omiya-west.com/

○ロータリーは人づくり。地区社会、国際地域で
奉仕活動を推進しましょう。ただ漫然とした活
動でなく、人間性豊かな愛ある活動を目指しま
しょう。
会員の皆様のご協力をどうぞ宜しくお願い申し上
げます。

お客様ご紹介

小木曽賢己 副会長

名誉会員 旧大宮市元市長
第2770地区第4グループガバナー補佐

新藤享弘 様
清水伸洋 様
(大宮東ＲＣ)
第4グループ幹事
瀬田雄一 様(大宮東ＲＣ)
第3グループ大宮ロータリークラブ 会長 橋本和久 様
同上
幹事 星野晃一郎 様
第4グループ大宮北ロータリークラブ 会長 河端 一 様
同上
幹事 昼間孝一 様
大宮北東ロータリークラブ
会長 長谷川秀明 様
同上
幹事 真中潤治 様
ガバナーノミニー・第3グループガバナー補佐
中川高志 様(大宮ロータリークラブ)
地区財団奨学・平和フェロー委員長 水野正男 様
(第５グループ上尾西ロータリークラブ)
同委員会委員 飯野耕司 様(大宮ロータリークラブ)
同委員会委員
島田昌明 様
(第12グループ川口むさし野ロータリークラブ)
地区ポリオプラス委員
日坂敦夫 様
(第12グループ戸田ロータリークラブ)
埼玉縣信用金庫大宮西支店
支店長 中村雅俊 様
青少年交換派遣学生
櫻井悠万 君

バッジ交換
田口修身直前会長⇔新見和男会長
小木曽賢己直前幹事⇔渋谷廣慶幹事
中村雅之直前副会長⇔小木曽賢己副会長
新井清太直前副会長⇔福田和子副会長

名誉会員
旧大宮市元市長

新藤享弘 様

あらためまして、新藤と申します。皆様宜しく
お願い致します。今日は又、伝統ある大宮西クラ
ブから名誉会員と云う大変名誉ある肩書をご委嘱
されまして身に余る光栄です。今後共出来る限り
頑張って参りますのでどうぞご指導とご鞭撻をお
願い申し上げるしだいでございます。一言という
ことですので、先日ここに見えております北ロー
タリークラブの会長さん、幹事さんに誘われまし
て京都と奈良に行って参りました。何故かなと思
いましたらボケ防止の寺と云う所、また奈良は
ぽっくり寺と云う所に連れて行ってくれました。
ボケ防止になったついでにさいたま市内を歩いて
みますと大きく目に着くところが一か所だけあり
ました。何かといいますと旧の与野の日赤病院が
島忠さんになるというお話を聞きました。良かっ
たと思う反面、これで17号国道の拡幅が20年遅く
なるな、残念だな、出来るならばここは公共的施
設でもって市民の方々が集まれるギャラリーとか
文学館等何でもそう云う事をすることによって、
一つのインパクトになり17号国道が拡幅されるこ
とは間違いないのです。なぜならば17号国道と云
うものは既に都市計画決定というのが私の時に済
んでおりました。後は事業計画決定だけでどんど
ん広がる様になっているんです。そうしますと今
の与野のガードの方から西大宮区消防署の辺りま
でずっと広がる事がターゲットで決まっておりま
した。ところが民間の施設がお入りになるとそれ
がまた10年遅れてしまうな、残念だな、今の市長
さんに頑張ってくれよ、と言わなきゃいけないの
かなと云う状況です。いずれにしましても西ロー
タリーの皆様は伝統あるロータリークラブであり
ます。奉仕でございます。親睦であります。たぶ
んその中にまちづくりと云うのも入っているので
はないかな、行政に対するご提案を新見会長をは
じめ皆さんにおかれましては是非是非行政に対し
てご提案をされるにも一つの大きなわと云うか親
睦と云うか奉仕と云うか21世紀と云うか今の時代
の中でのさいたま市の発展に繋がってこれがしい
ては政令指定都市の核あるべき核都市と云う言葉
に変わっていくるのではないかな、と考えて参り
ました。どうぞその様な事を引き継いで頂き、新
見会長はじめ皆様方におかれましては益々のご発
展をご祈念申し上げてご挨拶と致します。ありが
とうございました。

＜さいたま市長よりメッセージ＞
委嘱書及びお客様ご挨拶
このたびの、大宮西ロータリークラブ初例会の
本年度も
名誉会員 旧大宮市
元市長 新藤享弘様に
名誉会員をご委嘱お
願いいたしました。

ご開催を心よりお喜び申し上げます。
本日の例会が実り多き充実したものとなります
ことを期待しますとともに、貴会の更なる御発展
をお祈りいたします。
平成28年7月吉日
さいたま市長 清水 勇人

第2770
第2770地区
2770地区
第4
第4
第4グループガバナー補佐
第4グループ幹事
清水伸洋 様
瀬田雄一 様
(大宮東ロータリークラブ)
大宮東ロータリークラブ)
初例会おめでとうございます。大宮西ロータ
リークラブ第５４第、新見会長、渋谷幹事ご就任
誠におめでとうございます。心よりお喜び申し上
げるとともに、輝かしい年度になりますよう、ご
祈念申し上げます。
この度、浅水尚伸ガバナーより第４グループの
ガバナー補佐を拝命いたしました、大宮東ロータ
リークラブ所属の清水伸洋と申します。
６月末に武蔵一ノ宮大宮氷川神社で茅の輪くぐ
りの神事、大祓いをして参りました。半年間の罪
穢れをお祓いし、心身共に新たな気持ちでガバ
ナー補佐の職務を全う(まっとう)る所存でありま
すので、一年間宜しくお願いします。
2016～2017年度ジョンＦジャム会長はＲＩテーマ
を「人類に奉仕するロータリー」と発表しまし
た。
地区運営方針は「楽しいロータリークラブを作り
上げましょう」
ロータリーの原点は、親睦と奉仕です。親睦を通
じて、心の通じ合う仲間をつくり、仲間との絆を
基礎に求められている奉仕活動を実践し、明るく
楽しいクラブにする為に、ご指導、ご鞭撻、ご協
力を宜しくお願いします。

大宮ロータリークラブ
会長 橋本和久 様
幹事

大宮北ロータリークラブ
会長 河端 一 様

幹事

昼間孝一 様

大宮西ロータリークラブの皆さまこんにちは。
不肖の子クラブである大宮北ロータリークラブ第
46代会長・河端 一 です。すでに始まっている会
長幹事会では、会長の新見様・幹事の渋谷様には
大変お世話になっております。
本日は輝ける新年度の始まり、新見会長の初例
会ということで、当クラブ幹事の昼間共々お邪魔
させていただきました。
さて、ご挨拶をということですので、当クラブ
の現状を少々させていただきたいと思います。
新年度開始時の会員登録数は21名であります。
中山道みやはらまつり、宮原駅西口キータ祭りと
いった地域の祭りへの主体的な参加とひまわり学
園への梨狩り招待、高齢者ゲートボール大会など
熱を入れている社会奉仕事業を通じて、ロータリ
アン自身が汗をかき、クラブ一丸となってロータ
リー活動について地域に発信していく所存です。
会長、幹事として押し出してくれたクラブの先
輩ロータリアンの期待に応えるべく、同じ第4グ
ループの皆様、何より親クラブである大宮西ロー
タリークラブの皆様の活動に学びながらクラブを
活性化してまいりたいと思います。
結びに大宮西ロータリークラブの皆さまにとっ
て実り多い１年となるよう祈念しつつ、ご挨拶と
させていただきます。
本日は誠におめでとうございます。

大宮北東ロータリークラブ
会長 長谷川秀明 様
幹事

真中潤治 様

星野晃一郎 様

大宮ロータリークラブ会長橋本和久と幹事星野
晃一郎です。本日は初例会まことにおめでとうご
ざいます。昨年度は大宮ロータリークラブ60周年
事業にご協力いただきましてまことにありがとう
ございました。この場をお借りし御礼申し上げ ま
す。
大宮西ロータリークラブさんは何と言ってもその
圧倒的な会員増強ではないでしょうか。是非機会
ありましたらその極意を伝授していただきたく卓
話をお願いしたいものです。
本年も新見会長の元、素晴らしい成果を上げら
れます事をご祈念申し上げ、お祝いの挨拶とさせ
て頂きます。本日はおめでとうございました。

みなさんこんにちは。
新見和男会長・渋谷廣慶幹事、ご就任おめでと
うございます。
大宮北東ロータリークラブ第26代目をお預かり
する事になりました長谷川秀明と申します。宜し
くお願い申し上げます。
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初例会に、幹事の真中潤治
と共にご挨拶にお伺いさせて頂きました。本日
は、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
昨年度は当クラブ25周年記念例会に多数の皆様
にお越し頂きまして大変感謝しております。又イ
ンターシティーミーティングと第3・第4グループ

チャリティーゴルフコンペにおいてはホストクラ
ブとして遊馬久治ガナバー補佐と共にグループ幹
事として多大なるご協力を頂きありがとうござい
ます。
当クラブもやっと四半世紀を迎え変革の時期に
来たかと思っております。その為にはやはり会員
増強が最重要課題となり大宮西ロータリークラブ
様のような増強の方策を勉強させて頂きながら地
区運営方針でもあります「楽しいロータリークラ
ブをつくりあげよう」を実行してゆきたいと思い
ます。
今後共、末っ子のクラブとして是非 親心でお
見守り頂き、ご指導賜れれば、幸いと存じており
ます。どうぞ１年間宜しくお願い申し上げます。
ありがとうございました。

青少年交換派遣学生

櫻井悠万 君
こんにちは。大宮西ロータリークラブ様のご支援の
元2015-2016年度、ブラジルに留学しました櫻井悠万で
す。一年の留学を経て昨日帰国しました。(中略)１年
の留学は、自分の今までの人生で素晴らしい一年でし
た。非常に沢山の事を学び、沢山の友人たち、ブラジ
ルにも家族ができました。あらゆるものを手に入れる
ことが出来たと思います。この場を借りてお礼を申し
上げます。
大宮西ロータリークラブ様スポンサーのもと、ブラ
ジルに派遣留学させて頂き有り難うございました。

入会式
◇入会者 中村雅俊様 ご紹介
ガバナーノミニー
第3
第3グループガバナー補佐
中川高志 様(
様(大宮ロータリークラブ)
大宮ロータリークラブ)
新見会長、初例会おめでとうございます。昨年
度ロータリー財団部門、財団奨学・平和フェ
ロー・学友委員会メンバーでお祝いに参りまし
た。この一年の大宮西ロータリークラブの発展と
皆様の御健康をお祈りしています。
地区財団奨学・平和フェロー委員長
水野正男 様
(第５グループ上尾西ロータリークラブ)
第５グループ上尾西ロータリークラブ)

高橋誠一 会員
今回ご紹介するのは映画俳優と同じお名前、中
村雅俊さんです。1964年12月8日生まれの51歳、中
村様は埼玉県信用金庫大宮西支店の支店長さんと
いうことです。奥様とお嬢さんが3人いらっしゃい
ます。今回から大宮西クラブに入ってくれること
になりました。宜しくお願い致します。

☆入会者ご挨拶

新見会長、ご就任おめでとうございます。
埼玉縣信用金庫大宮西支店
支店長 中村雅俊 様
地区財団奨学・平和フェロー委員
飯野耕司 様(
様(大宮ロータリークラブ)
大宮ロータリークラブ)
新見会長、これから1年宜しく御願いします。
地区財団奨学・平和フェロー委員
島田昌明 様
(第 12グループ川口むさし野ロータリークラブ
12グループ川口むさし野ロータリークラブ)
グループ川口むさし野ロータリークラブ)
新見会長、ご就任おめでとうございます。今日
はひやかしに来ました。一年後、立派になって財
団に帰って来て下さい。
地区ポリオプラス委員
日坂敦夫 様
(第12グループ戸田ロータリークラブ
12グループ戸田ロータリークラブ)
グループ戸田ロータリークラブ)
大宮西ロータリークラブ新見年度が素晴らしい
ものになりますよう、ご祈念申し上げます。

皆様こんにちは。ただ今ご紹介頂きました、埼
玉県信用金庫大宮西支店の中村でございます。
この度高橋誠一様からの御推薦を頂き、また皆
様からご承認を頂き、大宮西ロータリークラブに
加入させて頂くことになりました。先程お話のあ
りました通り、昭和３９年生まれの５１歳でござ
います。どうぞ宜しくお願い致します。ここで簡
単に当金庫を紹介させて頂きますと、当金庫は昭
和23年埼玉県内９つの信用組合が合併し、埼玉信
用組合として発足致しました。その後、昭和26年6
月に信用金庫法が制定され、信用金庫に改組し埼
玉県信用金庫となり、現在に至っております。お
蔭様で2年後に設立70周年を迎えます。
また大宮西支店についても昭和23年の信用組合
合 併 時 か ら 地 元 の 皆 様 に お 世 話 に な って お り ま
す。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

さて、今回ロータリークラブに加入させて頂き
ますが、私自身ロータリーは初めてですので、分
からないことも多く皆様にご迷惑もお掛けすると
思いますが、「奉仕の理念」を念頭に精一杯活動
していきたいと思いますので、今後ともご指導ご
鞭撻の程宜しくお願い致します。

幹事報告

幹事

渋谷廣慶

本年度幹事を務めさせていただきます。新藤副
幹事共々宜しくお願い致します。
本日の幹事報告
1.本日、年度計画書を配布致します。次回より各
委員会方針がありますので、よく目を通してお
いて下さい。
2.7月のロータリーレートは102円です。
本日は以上です。

委員長報告

広報部門委員会
染谷義一 委員長
7月2日(土)に地区、広報、会員増強合同セミ
ナーが越谷コミュニティーセンターで開催されま
した。広報と会員増強委員会がコラボすることに
よって、より相乗効果を生もうという考えであり
ます。合同セミナーで頂いた意見をクラブに持ち
帰り活かして行こうと思います。

親睦委員会
藤嶋剛史 委員長
新城盛辛(1日)、藤嶋剛史(8日)、神山 透(9日)、
金田敬次(16日)、海保邦男(19日)、新藤栄介(20
日)、大熊雄喜(22日)、加藤慎也(26日)、藤井公房
(28日)、中村弘樹(29日)、福田和子(30)、各会員

代表して大熊雄喜会員から
ご挨拶いただきました。

