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翌日３日は大宮ソニックシティ大ホールに於い

会 長 あ い さ つ
て、当クラブのインターアクトクラブでもあります埼
玉栄中学・高等学校の第４１回定期演奏会に伺いまし
会長

新見 和男
た。

皆様、こんにちは。
『コントあり、歌あり、ダンスあり』の楽しい
今年の夏は、日本列島は高気
一時を過ごさせて頂きました。隣の席の福田会員
圧に覆われる日が多くなり北海
は『すばらしい』を連発していました。
道から沖縄の全地域で気温が高
翌日４日は,NACK５スタジアムに於いてサガン鳥栖
くなると予想され夏は全国的に
戦を観戦して参りました。
厳しい暑さになる見込みだそう
伊藤監督に変わられてリーグ戦の初戦でもあり
です。
スタジアムは大変盛り上がっていました。手話の
熱中症や脱水症が心配な時節になりますがその予
応援もあり久し振りに熱くなりました。
防には梅干しが効果的です。
梅干は、ご存知のようにアルカリ性の食品で血液

そして本日は、大宮北RCの河端会長、昼間幹

を濃くする働きがあります。梅のルーツは中国の烏

事、そして浦和中RC横田会長エレクト、ようこそ

梅（うばい）だそうです。日本へは遣隋使の小野妹

いらっしゃいました。

子によって伝えられたという説もあります。
ある会社では、夏の間、各部署に梅干が常備され
夏バテ防止の為、自由に食べることが出来るそうで
す。

オブザーバーとして本岡様、どうぞ楽しんで頂
ければと思います。
例会後にクラブ協議会がございます。宜しくお
願い致します。

さて６月は、
２日、浦和ロイヤルパインズホテルに於いて、浦和

お客様・奨学生ご紹介
北東Ｒ.Ｃ創立３０周年記念式典祝賀会が盛大に開
小木曽賢己 副会長
催され出席して来ました。
来賓としてさいたま市長 清水勇人様、さいたま
市教育委員会教育長 稲葉康久様、国際ロータリー
元会長 田中作治様、国際ロータリー元理事 北 清治
様等がお見えになっておりました。
クラブコンセプトは『地域に根付いた奉仕活動』
テーマに活動をしているとのことです。
見沼太鼓あり、ジャズバンドの演奏ありのすばら
しい記念式典でした。

浦和中ロータリークラブ
会長エレクト 横田松博 様
大宮北ロータリークラブ
会長 河端 一 様
幹事 昼間孝一 様
株式会社グッドジョブ
代表取締役 岡部 勉 様
三井生命保険株式会社
営業部長 本岡雅彦 様
米山記念奨学生
シャキャ・スラクシャさん

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/

お客様ご挨拶

大宮北ロータリークラブ
会長 河端 一 様

みなさんこんにちは。
只今ご紹介いただいた大宮北ＲＣ会長・河端
一です。本日は親クラブ・大宮西ＲＣさんにはこ
の1年間大変お世話になりましたということで年
度末の表敬訪問にお邪魔させていただきました。
在任中は、新見会長、渋谷幹事には大変お世話
になりました。本日は昼間幹事共々伺わせて頂き
ました。宜しくお願い致します。
さて、昨年7月4日の初例会以来の大宮西ＲＣの
訪問です。会長・幹事会にて会員増の状況は聞き
及んでおりましたが、こうして見ると目に見えて
会員が増えたなぁと感服致します。出来の悪い子
クラブではございますが、皆さんの情熱と行動力
を見習い、次年度に迫った45周年を1つの区切り
としてクラブの拡大に向け頑張って参りたいと思
います。
結びになりますが、大宮西ＲＣの全ての会員の
皆様に感謝し、また益々の繁栄を祈念して挨拶と
させて頂きます。
1年間ありがとうございました。そして今後と
も宜しくお願い申し上げます。

話をお伺いしました。いわき市防災交流センター
が、震 災後に 津波に耐えられる かつ 利用者に
とってより快適なつくりにしたことや、震災後に
やむを得ず住居を移転した方からは、地震だけで
はなく、長らく家に帰らないうちにどんどん家が
老朽化してしまったことで帰られない家になって
しまった話など、本当に様々なことを学ばせてい
ただきました。
テレビでしか見たことなかった“前方立ち入り
禁止”の掲示板の前に、実際にいると心を揺り動
かされました。
語 る 人 は 曰 く 、 今 あ る 全 て の も の を、 愛して
ください、後にすると、もう間に合わない 。
「そして、やるなら、徹底的に」

入会式

◇入会者 岡部 勉 様ご紹介
浦和中ロータリークラブ
会長エレクト 横田松博 様
荒井理人 会員

米山記念奨学生近況報告

シャキャ・スラクシャ さん

6/4(日)
NACK 5スタジアム大宮で大宮アルディージャVS
サガン鳥栖のサッカー試合に参加させていただき
ました。自分はサッカーが子供の時から好きで
とっても楽しかったです。藤嶋様からチケットを
いただいてありがたいです。
6/10(土)
2770地区ローターアクト 今年度最後の地区行
事ということで、福島視察ツアーに参加させてい
ただきました。6年後に町を建て直し、とても、
綺麗になっていました。まずは語り部の方々にお

岡部 勉様をご紹介致します。1970年10月生まれ
の46歳です。
会社は株式会社グッドジョブの代表取締役でい
らっしゃいます。事業内容はビルメンテナンス、ハ
ウスクリーニング等です。会社は、さいたま市桜区
にございます。又、お住まいはさいたま市西区三橋
でご家族の奥様、ご長男、長女とご一緒です。詳し
くはご本人からお話し頂きますので、どうぞ宜しく
お願い致します。

☆入会者ご挨拶
株式会社グッドジョブ
代表取締役 岡部 勉 様

皆様、はじめまして。(株)グッドジョブ 代表取
締役 岡部 勉と申します。
社業は、ビルメンテナンス、ハウスクリーニン
グを主とし、建物全てのフォローをしておりま

す。さいたま市桜区を拠点とし、関東一円をエリ
アとしております。草津温泉の旅館などもクライ
アント様でいらっしゃいます。
私は、1970年10月14日さいたま市西区で生まれ
育ち、現在は三橋6丁目在住です。家族構成は、
妻、中学3年生の長男、小学6年生の長女の4人家
族です。
この度、大宮西ロータリークラブに在籍させて
いただく機会を頂き、大変感謝しております。諸
先輩の皆様にご指導、ご鞭撻を賜りたいと思いま
す。
これからも、是非よろしくお願い申し上げます。

委員長報告
インターアクト委員会
齊藤政春 委員長

6月3日(土)埼玉栄中・高等学校吹奏楽部定期演
奏会に大勢の会員皆様、ご家族にご出席頂き大変
ありがとうございました。当日は、全国№１の実
力を生徒さんが発揮され、皆様感動されたと思い
ます。
来年も多くの会員皆様のご出席を宜しくお願い
致します。

親睦委員会
会長にバッジを
付けて頂く岡部
新会員
紹介者の荒井理人会員(
紹介者の荒井理人会員(左奥)
左奥)、岡部 勉新会員
(中央)
中央)、新見和男会長

幹事報告

幹事

渋谷廣慶

本日、第１２回目最終の理事役員会が開催され
ました。６月のプログラムと会員増強が主題で
す。
◆最終例会を含めたプログラムについては、委員
長報告に委ねます。
◆会員増強では、本日岡部さんの入会式。
そして、１９日には、小熊さん、井上さん、吉
見さん３名の入会が予定されています。
６月末日では、トヨタレンタリース吉田さん、
むさし証券原田さんが退職される為退会されま
すが、後任の方は７月の入会が予定されていま
す。
６月最終時点での会員数は１１１名、年初１１０
名ですので１名の増強となります。
尚、７月に入りますと、６名（むさし証券後任
者を含める）増強されます。
浦和ＲＣとの距離が縮まりそうです。
◆週報のスマイル欄を見て頂くとお解りと思いま
すが、６月を残して目標額に達成しました。皆
様のご協力に感謝します。
本日は以上です。

藤嶋剛史 委員長

再度、最終夜間例会のご案内です。締切を６月
２１日（水）に延長しました。
今まで６回の親睦事業を設営して参りました
が、親睦はロータリーの原点であり、奉仕の心を
育む原動力です。しかしながら、親睦は参加がな
いと始まらないため色々皆さんが参加したくなる
ような企画を考えたつもりでしたが、出席率は今
ひとつ低迷したように感じます。
大宮西クラブは来年５５周年を迎える中、１５０
名のビッグクラブを目指していますが、同時に、
その歴史と規模にふさわしい「より充実した活動
内容」を目指していくべきではないかと思いま
す。
そして、より良い奉仕活動をするためにも、会
員を増やすためにも、また、その増やした会員を
減らさないためにも、大宮西ロータリークラブの
仲間という意識を高めること、つまり「親睦」が
大事だと思います。
どうせロータリーをやるなら楽しくやりたい、
というのは誰でもそうだと思います。
であれば、お昼の例会以外に数少ない貴重な懇
親の場を逃すのはもったいない事ではないでしょ
うか。
ベテランの皆さんには、今後より良いクラブを
作っていくために。新しい会員の皆さんには今後
楽しいロータリー活動をしていただくために、今
一度参加をご検討頂ければと思います。
当日はマギー司郎氏によるマジックショーを行
いますが、言い換えれば、マギー司郎のディナー

ショーにご家族も含めて無料、というのは、実は
大宮西クラブでないとなかなか出来ない事です。
一人でも多くの方にご参加頂き、より盛大な親
睦の場とすることで、来年の５５周年が素晴らし
いスタートをきるための大きな足掛かりにしたい
と思います。

「ロータリー財団100周年を祝う」ではファミ
リービジネスが長寿であるとの紹介があり、学ぶ
べき点が多いこと、「第一回RYLAセミナーリポー
ト」では中国の研修生が「自分がもし地元の市長
になればモラル推進室をつくり日本の教育を取り
入れたい」との発言、日本のマナーを模倣したい
ことがよく伝わりました。

ご家族を含め、大勢の皆様のご参加をお持ちし
ております。

親睦委員会
藤嶋剛史 委員長

原田益孝(5
原田益孝 (5日
(5 日 ) 、川井理砂子(14
、川井理砂子 (14日
(14 日 ) 、池田 進(21
進(21
日 ) 、佐々木裕二(21
、佐々木裕二 (21日
(21 日 ) 、石川博康(22
、石川博康 (22日
(22 日 ) 、浅間
重行(24
重行(24日
(24日)、島村まり子(25
、島村まり子(25日
(25日)、各会員

代表して、原田益孝会員に
ご挨拶頂きました。

縦組み
「地球温暖化防止の切り札は？」では日本のCO2
排出量が諸外国と比べ国土面積比が多いことが指
摘されています。
因みに毎日60隻もの巨大タンカーが中東から日
本に向かって航行しているようですが、日本の発
電エネルギーのその殆どが石油・石炭とのこと。
実は、日本では自然エネルギー源である太陽
光・風力・地熱などは国内に現存する原発54基の
容量の40倍ほどのポテンシャルがあると言われて
います。これを使わない手はないという話です。
コスト面、騒音面等課題はありますが自然エネル
ギー利用による持続可能な社会を模索すべき、と
の提言がありました。
「クラブを訪ねて」では蓼科RCの活動が紹介さ
れています。「たてしな町」がいびつな形となっ
た経緯と標高1070ｍの定例会会場の紹介がされて
おり、また「友愛の広場」では宇部RCの90歳の吉
村氏が100％出席で在籍50周年の祝う会が開催され
たとの報告がありました。
ロータリーアットワーク「写真編」では近江八
幡RCで「近江八幡子ども観光大使」認定へのサ
ポート、「文章編」では喜多方RCが「子ども食
堂」へおもちゃ等を寄贈した旨の報告が寄せられ
ています。

ロータリーの友

ロータリーの目的

広報・雑誌委員会
内山直樹 委員

本日のリーダー:
本日のリーダー:
柚木 馨 会員

「ロータリーの友」6月号
横組み
冒頭のRI会長のメッセージにはロータリーの本
質がこめられており、高い意識での奉仕活動の素
晴らしさを伝えています。
「国境を越えアジアの人々のために」では蓮田
RCのタイ北部での貯水施設支援のプロジェクトの
紹介があり、これまで約４km離れた水源から集落
までを女性・子供が水汲みに往復していました
が、この施設ができ蛇口をひねればいつでも水を
利用できるようになったとのことです。

四つのテスト
本日のリーダー:
本日のリーダー :
冨加見俊彦 会員

6 / 4 ( 日 ) 第 2 5 1 6 例 会

アルディージャ応援(
アルディージャ応援(夜間)
夜間)
於：NACK
於：NACK５スタジアム大宮
NACK５スタジアム大宮
ホームバックS
ホームバック S指定席

16：
16：00キックオフ
00キックオフ

大宮アルディージャ VS サガン鳥栖

結果は
1対１でした！
コート内を一生
懸命走る選手に
魅了されました 。

