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日』です。そして毎年恒例の『今年の漢字』が京

会 長 あ い さ つ
都の清水寺で発表される事になっています。
今年の漢字は何でしょうか?
会長

午後２時には発表

新見 和男
されるそうです。楽しみですね。

皆様こんにちは。今年の新語・
流行語大賞にプロ野球広島カープ

幹事報告
の活躍を表現した『神ってる』が
選ばれました。
緒方監督が連日のサヨナラ勝
幹事

渋谷廣慶

ちを導いた、鈴木選手の活躍を
『神ってる』とたたえたのが始まりで野球以外でも
いろいろ神がかった出来事に『神ってる』と表現す

本日、年次総会がございます。皆様どうぞ宜しく
お願い致します。

るようになったのが大賞に選ばれた所以なんでしょ
うね。私たちの仕事や生活の中で神様が現れてよい

委員長報告

成果が上げられるように助けてくれたらいいのにと
思ってしまう12月ですね。
『1年の計は元旦にあり』と目標を立ててスター

奉仕プロジェクト部門
髙橋秀樹 委員長

トした年初でしたがもうすでに残すところ3週間と
なりました。
温泉にでもゆっくり浸かって１年間の疲れを取っ
たらいいんですがこれからの３週間は超多忙、温泉
に行く余裕などありませんよね。せめて自宅のお風
呂で体を休めて、明日への英気を養いたいですね。
ところで今年の冬至は２１日(水)ですよね。冬至

先週の例会時にご案内いたしました１２/２３（金
天皇誕生日）の赤十字血液センター主催の「クリス
マス献血キャンペーン」の件です。当クラブが協力
しているイベントですので、会員の皆様ご自身、ご
家族、会社の従業員の方々の献血協力を是非ともお
願い申しあげます。今週末の１６日（金）が献血協
力者名簿の提出〆切となっていますのでよろしくお
願い申しあげます。

の事を『一陽来復』といい中国の『易経』に出てく
る言葉で『衰えていた太陽の力が再び勢いを増して
くる』という意味だそうです。ですから、冬至が来

親睦委員会
藤嶋剛史 委員長

たら『さあ、これから良い事がどんどんやって来
る』と信じて、もう一踏ん張りしましょうね。
冬至と言えば、かぼちゃとゆず湯が定番ですよ
ね。ゆずには体を温める効果があるそうで、柑橘系
の香りでゆったりリラックスできると思います。
話は変わりますが、本日１２月１２日は『漢字の

12/23の家族クリスマス例会に関して。皆様のご協
力でご家族の参加50名を超えました。が、メンバー
の出席40名以下という微妙な状況です。出欠を頂い
てない方が40名ほどいらっしゃいますので、口頭で
も結構ですのでお返事ください。よろしくお願いい
たします。

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/

年次総会
指名委員会
委員長 中村雅之パスト会長
指名委員会についてご説明いたします。現会長を
含め５年前の会長迄、そして10年前の会長が指名委
員会のメンバーです。
会長ノミニーは新井清太会員に決まりました。

2017-2018年度
2017-2018年度
役員・理事・委員長体制(
役員・理事・委員長体制(案)報告
会長エレクト 髙橋 秀樹
来年７月からスタートする2017-2018年度に会長
という大役を仰せつかりました髙橋でございます。
さて、次年度の組織と役員・理事・委員長方を発
表させていただきます。
まず、組織についてです。
組織は、二つのことを行いました。一つ目は、２
つの委員会を新たに設けさせていただきました。二
つ目は、会長エレクト並びに副会長に担当していた
だく部門を明確にさせていただきました。
一つ目の２つの委員会は、財団支援部門委員会の中
にグローバル補助金委員会と地区補助金委員会を新
たに設けました。
二つ目の会長エレクト・副会長に担当していただく
部門については、後程申しあげたいと思います。
次に役員・理事・委員長についてです。人選につき
ましては、ベテランの方、中堅、若い方、所謂老壮
青を公平・均等にバランス良くなるようにさせてい
ただきました。
それでは、まず役員の方を申しあげます。
・直前会長 新見和男(しんみ かずお)現会長
・会長エレクト 新井清太(あらい きよた)会員
クラブ管理運営部門、クラブ会員研修部門、広
報部門をご担当いただきます。
・副会長 ２名
田口修身(たぐち おさみ)会員
会員増強維持部門、財団支援部門をご担当いた
だきます。
小沢 孝(おざわ たかし)会員
奉仕プロジェクト部門、青少年奉仕部門をご担
当いただきます。
・幹事 染谷義一(そめや よしかず)会員
・会計 福田和子(ふくだ かずこ）会員
・ＳＡＡ 村松宏呂子(むらまつ ひろこ)会員
以上、私を含め８名です。
次に理事の方を申しあげます。部門委員長では、
・クラブ研修リーダー 木本栄一(きもと えいいち)会員
クラブ会員研修部門委員長を兼務していただき
ます。
・長期計画委員長 内山泰成(うちやま やすなり)会員
・ｸﾗﾌﾞ管理運営部門委員長 新井清太(あらい きよた)会員
・広報部門委員長 小木曽賢己(おぎそ まさき)会員
・会員増強維持部門委員長 高橋誠一(たかはし せいいち)
会員

・財団支援部門委員長 荒井伸夫(あらい のぶお)会員
・奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門委員長 小沢 孝(おざわ たかし)会員
・青少年奉仕部門委員長 伊田雄二郎(いだ ゆうじろう)会員
つづいて委員長の方です。
・プログラム委員長 藤池誠治(ふじいけ せいじ)会員
・親睦委員長 井上勝美(いのうえ かつみ)会員
・会員研修委員長 小島 徹(おじま とおる)会員
・会員増強維持委員長 結城 剛(ゆうき ごう)会員
・ロータリー財団委員長 榎本貞寿(えのもと さだひさ)会員
・グローバル補助金委員長 渋谷廣慶(しぶや ひろよし)会員
・地区補助金委員長 新藤栄介(しんどう えいすけ)会員
・職業奉仕委員長 山崎一祥(やまざき かずよし)会員
・社会奉仕委員長 小林政良(こばやし まさよし)会員
・国際奉仕委員長 竹内雅人(たけうち まさと)会員
以上１８名の方にお願いいたします。
最後に、理事以外の委員長の方を申しあげます
・出席委員長 大竹庄藏(おおたけ しょうぞう)会員
・広報委員長 石丸主憲(いしまる かずのり)会員
・会員選考委員長 新藤耕四郎(しんどう こうしろう)会員
・米山記念奨学委員長 吉田暎治(よしだ えいじ)会員
・シスタークラブ委員長 神保裕昭(じんぼ ひろあき)会員
・青少年奉仕委員長 吉田奉行(よしだ ともゆき)会員
・インターアクト委員長 高橋真貴子(たかはし まきこ)会員
・会計監査 齊藤政春(さいとう まさはる)会員
以上８名の方にお願いいたします。
役員・理事・委員長の方々には１月の下旬～２月
の上旬に、次年度の準備に向けての協議の場を設け
させていただきたいと思っています。ご案内を差し
上げますので、どうかご出席いただきますよう何卒
よろしくお願いいたします。
クラブに入会して僅か５年しか経っておらず、し
かもサラリーマン会員の私が会長を務めさせていた
だくことは極めて荷が重くて不安ですが、やるからには
精一杯努めさせていただこうと決意しています。
ただ、１１０名という大きな組織ですので、会員
の皆様のお力添えがなければ組織を前進させること
は不可能です。どうか寛容なお気持ちで、ご理解・
ご協力・ご支援賜りますよう何卒よろしくお願い申
しあげます。ありがとうございました。

ロータリーの目的
リーダー：兒玉龍治 会員

四つのテスト
リーダー：円谷友香 会員

ロータリーの友
広報・雑誌委員会
藤井公房 会員
【横組みから】
①RI会長メッセージ＜Ｐ3＞
今年度のジョンＦジャーム会長は職業奉仕を大切
にしており、自らの職業を例に挙げ、職業によっ

て社会を良くしていく役割を強調しています。
②「特集」奉仕、その後＜Ｐ7～12＞社会奉仕事業な
どで地域に時計や花壇など寄贈することは多いで
すが、その後についても責任をもってメンテサンスな
どを行っているクラブの活動が紹介されています。
また、その活動により新会員がクラブの過去の奉
仕事業について理解することが出来ます。
③ロータリー日本財団事業報告＜Ｐ16～19＞
日本では27年度は寄付額が17億8000万円以上と順
調に伸びています。我々の寄付がどうなっている
かご確認ください。
④緊急事態に迅速に応えるシェルターボックス＜Ｐ
20～25＞
イギリスのロータリアンが作ったチャリティ団体
シェ ル タ ー ボ ック ス と ロー タ リー はパ ー トナー
として、世界各地で災害などへの緊急支援を行っ
ています。東日本大震災でも早い段階から現地に
入り1680も届けてくれたそうです。ボックスには
テントや浄水器、太陽光ライト、テントなど緊急
時の物資が入っており被災者への支援に使われて
います。またロータリアンが被災地で活動する機
会も提供しています。
⑤心は共に＜P33＞
大宮ＲＣが石巻東部地区の少年野球大会を支援し、震
災遺構の大川小学校では慰霊の献花をし、震災の記
憶を心に刻んだそうです。
【縦組みから】
①「わが社の震災復興への取り組み」＜Ｐ４～８＞
第2530地区のＩＭでの基調講演要旨で、福島ヤク
ルト販売㈱会長の話です。学生時代に学んだ渋沢
栄一の「道徳と経済の合一」という考えが社会人
として働く中でその正しさを知ったそうです。震
災時は多くの企業が人員削減しコストカットをす
る企業が多い中で、苦しくてもリストラをせず社
員を大切にして乗り越えられました。ハーバード
大学ビジネススクールの学生たちも勉強に来たそ
うです。
②クラブを訪ねて：田辺はまゆうＲＣ＜Ｐ9～12＞
世界遺産の闘鶏神社が例会場という田辺市のクラ
ブです。歴史的な史跡なども多く美しいところで
す。平均年齢も若く女性会員も元気で増強に力を
入れる西嶋会員は会員の半数を入れたそうです。
③友愛の広場
｢ベルギー友好150周年と青少年交換」＜Ｐ14＞
浅水ガバナーがご息女の円花さんと共に大使館に
招かれ、交換留学生らと交流されました。浅水ガ
バナーは流暢な仏語でスピーチをされたそうです。
（浦和ＲＣ泉谷さん投稿）
以上です。

イニシエーションスピーチ

海保邦男 会員

私は、明大政経学部の経済原論のゼミに入部して
おりましたので、ＯＢはほとんど、金融関係・メー

カーに就職しておりましたが、ホテル業界を選びま
した。当時ゼミのゼミ長を仰せつかっておりました
ので、対外的な折衝や夏合宿の手配等で忙しくして
おりました。就職の際に、担当教授が「君は世話好
きで人をまとめるのが上手だから、サービス業・ホ
テル 業等 適 して いる」 とア ドバイ スを受 けた のが
きっかけとなりました。
パレスホテルは、昭和３６年開業。５０年を機に
リオープンして来年５年目を迎えます。前身は「ホ
テルテート」で昭和２４年から３５年までの営業の
国有ホテルでした。当社の創業者は当時東京会館の
社長をしていた吉原政智氏で、阪急電鉄創立者の小
林一三氏の長女とめ子さんと結婚している関係で、
阪急・宝塚・東宝・サントリーは株主であり、親戚
企業でもありました。
パレス・帝国・オークラ・オータニ等は他の業務
はしておりませんので専業ホテルと言われておりま
す。因みに他は電鉄系、エアライン系、不動産系、
そして外資系があります。
和食、中華はテナントを入れているホテルが多い
が、 当社 は 直営 方式を 取っ ており ますの で２ 階の
欅、瑞麟は直営です。
ホテル業界（特殊だけど、やりがいがある）
３６５日２４時間休みなく営業している。全員顔を
合わせる集会が無い。（現在職場ごとに朝礼とか会
議はしている）
夜勤勤務もあり不規則だけど、いろいろなお客様
との出会いがありますので、「人と会うのが好き」
だとか「接客するのが好き」という人はホテルマン
としてぴったりだと思います。
以上で時間でありますので、終了とします。
ご静聴有り難うございました。

中牟田 久 会員

私は運転士に憧れて国鉄に就職しましたので、運転
士になるまでのプロセスを紹介します。当社では新入
社員は駅に配属となり、それから車掌を経験して運転
士になるのが基本的なコースになっています。
試験に合格した社員はまず研修センターで約３箇月
間、運転に関するルールや電車の構造等を学習しま
す。研修が修了すると運転士見習として乗務員の職場
に配属となり、先輩の運転士に電車の操縦や点検の仕
方などを教わります。
運転士見習となって約４箇月後に、①踏切で自動車
に衝突したとの想定で、安全に的確かつ迅速に対処で
きるか、②電車を運行する前の点検を制限時間内で正
確にできるか、③電車に不具合が生じたとき制限時間
内で適切な応急措置ができるか、④電車をルールに
従ってダイヤどおりに運転し、駅に停車するときは衝
動なく正確に停止位置に止めることができるか、など
が試される４つの「技能試験」があります。
これら全てに合格すると国道交通省から「動力車操
縦者運転免許証」が交付され、運転士としての資格が
得られることになります。

