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蛇足ですが、脳卒中やダイエットには珈琲に効

会 長 あ い さ つ
果があるそうです。一日３～４杯が一番適量だそ
会長

新見 和男

うです。

皆様、こんにちは。
薫風香る5月になりましたね。

お客様・米山記念奨学生ご紹介
福田和子 副会長

花の香りを運んでくる風は爽や
かですね。暦の上では『立夏』
蓮田ロータリークラブ
も過ぎて若葉が萌える初夏といっ

長期計画委員長、国際奉仕委員長 川田金造 様
たところでしょうか・・・。
同上

クラブ広報委員

齋藤清和 様

同上

出席・会場委員長

島村

功 様

同上

職業奉仕委員長

塚本

晃 様

同上

出席・会場委員

舟山清志 様

ところで、こんな爽やかな季節にどうして『5月
病』が発症するのでしょうか。
今年の春に生活環境が大きく変化したので、新し
い生活や環境に適応できないまま、ゴールデン

米山記念奨学生

シャキャ・スラクシャ さん

ウィークという長期の休みの影響で職場へ行く気を
なくして体や心の不調に陥るというものです。対処
法は、小まめに気分転換、気晴らしをする様心がけ

お客様ご挨拶

る。新しい興味の対象を見つけることが大事だそう
です。
気分転換といえば、緑茶の効能が半端ないという
評判です。丁度今美味しい新茶が出回る時期です

蓮田ロータリークラブ
出席・会場委員長
島村

功 様

ね。
新茶は、御存じの通り『立春』から数えて八十八
夜にあたる5月の初めから6月にかけて摘む新芽から

米山記念奨学生近況報告
作られる緑茶です。
旬にしか味わえない新茶の香りと爽やかさがマッ
チした独特の風味が特徴です。
緊張やストレス、不安などでなかなか寝付けない

シャキャ・スラクシャ さん

という方には特にオススメで寝つきが良くなるだけ
でなく、良質な睡眠をとることが出来るのです。

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
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入会式
一杯取り組んでいきたいと思っています。又、積
極的にいろいろな事に参加して行きたいと思って
いますので、お声がけの程、宜しくお願い申し上
入会者三名の紹介者
げます。
髙橋誠一 会員

☆入会者ご挨拶
◇入会者 久保 浩様ご紹介
埼玉縣信用金庫大宮西支店
久保

弘様をご紹介致します。桜木町2丁目に

支店長

久保

浩 様

あります埼玉縣信用金庫大宮西支店の支店長で
す。現在47歳で、さいたま市北区日進町にお住ま
いですが、ご家族は奥様、お子様、長女16歳、次女

皆様こんにちは、只今ご紹介を賜りました久保
でございます。

11歳ということです。趣味は旅行・スキーと云う

私はこの度の人事異動で埼玉縣信用金庫大宮西

事です。詳細は後程、御本人からお話し頂きま

支店に着任致しました。前任の中村の意志を受け

す。

継ぎ、高橋誠一様のご紹介のもと、当大宮西ロー
タリ－クラブに入会させて頂く事になりました、

◇入会者 北川敏也様ご紹介
どうぞ宜しくお願い致します。
勤務先法人につきましては前任の中村がご紹介
北川様をご紹介致します。野村證券株式会社さい
させて頂いておりますので私個人の紹介をさせて
たま支店支店長です。事業所は大宮区大門町3丁目に
頂きます。
あります。現在44歳で、ご家族は奥様、お子様は長
私はS45年生まれの47才で、生まれは母方の実家
男、二男がいらっしゃいます。趣味はゴルフ、ス
の中野区でありますが、幼少期から大宮で育った
ポーツ観戦だそうです。26年4月から28年3月迄高松
生粋の大宮っ子です。
ロータリークラブに在籍されていました。後程、ご
現在子供は二人で長女が高校生、次女が小学6年
挨拶頂きます。
生です、女系家族で男としての立場が薄くなって
来た為、昨年オスのミニチュアダックスを飼いま

◇入会者 胡

平(えびす

たいら)
たいら)

様ご紹介
した、これで女性3に対して、男1と一匹で少し家

三光ソフランの小林光司さんが定年退職され、後
庭での地位を向上させています。
任の胡 平さん、読み方は『えびす たいら』さんと
趣味は広く浅くで、どれも極めたものはござい
読みます。4月1日から代表取締役となっておりま
ませんが、若い頃はバイクに凝り、現在はス
す。詳細はご本人からお話し頂きます。皆さん、宜
キー、キャンプ、旅行とアウトドアの方が好きで
しくお願い致します。
す。
私自身、ロータリークラブの加入は初めての事
でございますが、「奉仕の精神」や「おもいやり

☆入会者ご挨拶

の心」は勤務先の信用金庫の共存共栄の精神の基
となる考え方だと私なりに考えております。

三光ソフラン株式会社
代表取締役社長
胡

本当に未熟ものでございますが、今後とも皆様
のご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

平(
平(えびす たいら)
たいら) 様

皆様、こんにちは。

☆入会者ご挨拶
5月より大宮西ロータリークラブに高橋会長の
紹介により、入会する事になりました三光ソフラ
野村證券株式会社さいたま支店
ン株式会社の胡（えびす）と申します。前任の小
支店長

北川敏也 様

林副会長様宜しくお願い致します。
私は、未だロータリークラブの活動について、
皆様こんにちは。只今ご紹介賜りました野村證
分からない事が多いので、自分の出来る事は、精
券の北川でございます。

クラブ定款・細則が説明され、理事会承認され
今 般 の 人 事 異 動 に 伴 い ま し て 4/1付 で 野 村證
ました。６月１２日の次年度方針の中で皆様に
券さいたま支店長として赴任致しました。
開示されます。
高橋誠一様からのご推薦を頂き、また皆様から
のご承認を頂きまして、大宮西ロータリークラブ
に入会させて頂く事になりました。分からないこ

◆次年度７月に実施されますスパークカーニバ
ル、花火大会への協賛は従来通りとする。

とも多く、皆様にご迷惑をお掛けするかと思いま
◆職業奉仕委員会で作られる会員名刺の件は、
すが、「奉仕の理念」で精一杯活動して参ります
２～３日中に皆様に連絡されます。
ので、ご指導・ご鞭撻の程、宜しくお願い致しま
◆５月ロータリーレートは１ドル110円です。
す。
◆本日の外気温は28°Cを越えようとしておりま
す。理事会でも話題になりました。大宮西RCで
は、例年より半月早くクールビズを取り入れた
いと思います。
次週からノーネクタイでも良いという事にし
たいと思います。
以上です。

委員長報告
写真左から、胡 平 新会員、北川敏也新会員、
久保 浩新会員、新見和男会長

インターアクト委員会
齊藤政春 委員長

幹事報告
毎年恒例の大宮西ロータリークラブがスポン
サーをしております埼玉栄高校インターアクトク
ラブ吹奏楽部の定期演奏会が、6月3日(土)開催さ
幹事

渋谷廣慶
れます。
会員・ご家族皆様のご参加お待ちしております。

本日、第１１回理事役員会が開催されました。
現年度実施分、次年度実施分、入り混じって決議
されておりますので報告します。
◆埼玉栄高校インターアクトの母体である埼玉栄
親睦委員会
高校吹奏楽部の定期演奏会が６月３日(土)に実
藤嶋剛史 委員長
施されます。一般、１枚1200円の券をご希望の
(次年度地区米山部門委員)
次年度地区米山部門委員)
会員に用意しました。申し込みは、インターア
クト委員会まで。
◆６月４日(日)は、アルディージャ応援例会を開

◆親睦委員会より。改めて案内が送られると思い

催します。向う正面席を５０席確保しました。

ますが、大宮アルディージャ試合観戦をいたし

親睦委員会が取りまとめますので多数の会員の

ます。

皆様の参加をお待ちします。

6/4（日）、16：00より
大宮NACK5スタジアムにて。

◆本日、久保様、北川様、胡様、３名の入会式を
50名分のチケットを確保しておりますので奮っ
実施します。又、６月までに一人入会を予定さ
てご参加ください。
れていますので、その時点では110名の会員数
となるようです。
◆次年度地区米山部門より、奨学生が早くクラブ
◆次年度 染谷幹事より、次年度から採用される

の一員となれるよう色々お手伝いをしてもらっ
で暮らしています。
て欲しいとの要望があります。そこで、毎回で
趣味は熱帯魚の飼育で、自宅に小型水槽4つ、会
はないですがシャキャさんにカメラ当番をお願
社に小型水槽１つ、大型水槽1つあり週末は水槽
いしようと思います。可愛らしい女性カメラマ
メンテナンス。
ンの登場で、良い笑顔の写真が増えることを期
待しています。

親睦委員会
藤嶋剛史 委員長

社業は、東京電力がメインで設備図面、工事前
に役所に出す占用申請書類の作成等。これから取
引先の拡大を考えています。

山崎一祥(2日)、田原直樹(4日)、齋藤四郎(6
介護・子育て世代が働きやすい思いやりのある
日)、齊藤政春(12日)、小泉幸男(14日)、中谷輝彦
場所（会社）を目指しています。
(17日)、柴木健之(18日)、小岩淳一(18日)、新井
清太(21日)、石三重則(21日)、鈴木康夫(28日)、
高橋誠一(28日)、内海敏雄(30日)、坂間

正(31

日)、各会員

代表して
高橋誠一会員に
ご挨拶頂きました。

小河原

会員卓話
イニシエーションスピーチ

豊 会員

小河原（おがわら）豊（ゆたか）と申します。
１９７２年４月２４日生まれ４５歳です。
東京の国分寺市出身で現在も実家は国分寺にあ
ります。

名苗このみ 会員

父方の先祖は山梨県の河口湖で神主をしていた
ようで、冠婚葬祭は全て神主さんに行っていただ

生まれは東京で、親の転勤で中学・高校は新潟
いております。先日の氷川神社例会は非常に勉強
で過ごしました。
になりました。
恵泉女学園短大園芸生活学科でフラワーアレン
小中学校は公立で高校は中央大学附属高校、大
ジメント専攻。日比谷花壇等花屋で8年働きまし
学は中央大学です。
た。
小学校は野球、中学校ではバレーボール、高校
SOWAには28歳の時入社。17年前に先代（叔母）
大学はアメリカンフットボールをやってました。
から社長を引き継ぎ。土呂東口徒歩2分のところ
その後ダイエーＯＭＣという会社で債権回収の仕
に夫と3歳のトイプードルとマルプーの2人と2匹
事をした後、現在の二幸産業株式会社へ就職し五

年前から大宮の勤務となり、高橋会長エレクトと
のご縁から１年前に入会させていただきました。
好きな言葉は「豊な人生は人との出会いから」
「犠牲的精神」です。言行の際は「四つのテス
ト」を常に考えながら行動していきたいと思って
おります。
今後もご指導よろしくお願いいたします。

