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いロータリーライフを過ごさせていただいており

会 長 あ い さ つ
ます。この一年、会員全員の方に楽しい充実した
ロータリーライフを過ごしていただけるよう、信
会長

髙橋 秀樹
頼度抜群の染谷幹事とともに精一杯務めて参りた

あらためまして皆さんこんにち
いと思っております。
は。２０１７－２０１８年度、第
今年度のＲＩ会長はオーストラリアのイアン・
５５代会長を拝命しました髙橋で
ライズリーさんです。
す。５５周年記念の年度でもあり、
ＲＩテーマは、「ＲＯＴＡＲＹ：ＭＡＫＩＮＧ
その責任の重さを痛感しておりま
Ａ

ＤＩＦＦＥＲＥＮＣＥ」（ロータリー：変

す。
化をもたらす）です。これを受けて、大貫

等ガ

本日の初例会に、新藤名誉会員、のち程お見えに
バナーは地区活動方針をＲＩテーマと同じ、地区
なる清水名誉会員、清水ガバナー補佐、藤嶋Ｇ幹
運営方針を「新たな行動

新たな感動」とされ、

事、小木曽地区公共イメージ部門委員長、大宮ロー
地区目標や数値目標を打ち出されました。
タリークラブ江本会長、齋藤幹事、オブザーバーと
我がクラブが昨年度掲げたクラブの戦略計画ビ
して多胡さんの皆さんにお越しいただきまして本当
ジョンは「活力に満ち感動あふれる地域一番のク
にありがとうございます。また多くの会員の皆様に
ラブになろう」です。私はこのビジョンを実現す
出席していただいたうえに、５人もの方が本日入会
るには二つのことが必要だと思います。一つ目
していただくことになっています。又例会前に大熊
は、クラブが多様性に富んだメンバー構成になる
会員より米山記念奨学への特別寄付金を１０万円い
ことです。そうなれば地域社会や海外に対する奉
ただきました。本当にありがとうございます。こん
仕活動をより充実させることが出来ますし、多様
な良いスタートをさせていただいてこれ程嬉しいこ
性が私達の強みにもなります。従って、多様な経
とはございません。本当にありがとうございます。
歴・年齢・文化・職業の方を男女問わず入会を勧
私は大宮西ロータリークラブに入会させていただ
め、会員を増強していくことです。二つ目は、
いて６年目になります。入会の初年度は広報委員会
我々を支えていただいている家族の他、交換留学
に所属し、週報の作成の手伝いや「ロータリーの
生・米山奨学生・インターアクト等のロータリー
友」の解説を担当させていただきました。特に
事業に関係している人たち、更には我々と一緒に
「ロータリーの友」の解説では、時間が無い中で、
事業に携わっていただいている地域の人たち、い
隅から隅まで読まねばならない為、とても苦労しま
わゆるロータリー家族とともに事業を行うことで
したが、良い勉強をさせていただきました。２年目
す。ロータリー家族を一人でも多く増やし、ロー
からは「ピンクリボン運動」をはじめ、クラブの奉
タリー家族全員で奉仕事業を行い、クラブを知っ
仕事業全ての運営に関わらせていただき、これ迄経
て貰い、社会の信用が得られることで、活力に満
験の無い充実感や達成感を味わっています。又会員
ち感動あふれる地域一番のクラブになることが出
の皆様との交流や温かいご指導のお蔭で本当に楽し
来ます。

ロータリー家族とともに行動し ともに感動する
（５５周年 全員で前進する － 全・進 －）
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そういうことから、今年度のクラブテーマを
「ロータリー家族とともに行動し

お願いいたします。

ともに感動す
これから一年間、クラブのビジョンの実現に向け

る」（５５周年

全員で前進する－全・進－）と
て染谷幹事とともに全力を尽くして参りますが、二

しました。クラブのビジョンの実現に向けて、
人だけでは何もできません。理事・役員・各委員長
ロータリー家族全員で力強く前進していきたいと
の方々をはじめ、会員の皆さんやロータリー家族の
思います。ここに掲示してあるのが、今年度我が
方々のご理解とご協力がなければ到底実現はできま
クラブのバナーです。藤池会員のご好意により無
せん。どうか寛容なお心でお力をお貸しいただきま
償で作っていただきました。藤池会員、いつも本
すよう心よりお願い申しあげまして会長所信とさせ
当にありがとうございます。心よりお礼申しあげ
ていただきます。一年間よろしくお願いいたしま
ます。
す。ご清聴ありがとうございました。
続いて今年度の活動方針です。５つの柱を設け
ました。

一つ目は、クラブの活性化です。①例

お客様ご紹介

小沢 孝 副会長

会以外にも会員同士の交流・親睦の場を設けたい
と思っています。夜間の委員会会合や有志が集う

名誉会員

さいたま市長

清水勇人 様

部会（いわゆるサークル）の設立を奨励します。

名誉会員

旧大宮市市長

新藤享弘 様

②テーマのとおり、我々を支えていただいている

第2770地区第4グループガバナー補佐 清水恒信 様

ロータリー家族への感謝の気持ちを込めて親睦例

第4グループ幹事

会を盛大に開催いたします。③会員の方の意見を

第2770地区公共イメージ部門委員長

良く聞き、充分に検討して決定していきます。

大宮ロータリークラブ会長

柱の二つ目は、ロータリーの理解を深めること
です。会員の４割以上の方が入会３年未満、５年
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未満の方を含めると６割以上となる会員構成で

バッジ交換
す。クラブ研修リーダー、会員研修委員会の主導
で定期的に研修を行いたいと思います。
柱の三つ目は、例会の充実です。テーブルディ
スカッションや卓話を多く盛り込んで参ります。
柱の四つ目は、会員の増強です。在籍１５０

新見 和男
渋谷 廣慶
小木曽賢己
福田 和子

直前会長
直前幹事
直前副会長
直前副会長

⇔
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名、内女性１５名を目指します。多様性に富んだ
メンバー構成になるように在籍の無い業種の人材
の入会を勧めていきたい。とりわけ女性の入会に
力を入れていきます。
最後の五つ目の柱は、クラブ創立５５周年記念
事業をロータリー家族とともに行い、ともに感動
したいと思います。
年度スタートに当り、まず皆さんに協力してい

名誉会員委嘱書
ただきたいことを３つ申しあげます。
①会員増強に向け、会員お一人がお一人の紹介を
さいたま市長
お願いいたします。特に女性会員の紹介をお願
いします。ご家族の方にも協力をお願いしたい
と思います。
②今年度の主要行事は年度計画書に記載している
とおりです。１００％の出席をお願いいたしま
す。最初は、「８／４東京ベイ

サンセットク

ルーズ」です。よろしくお願いいたします。
③ＭＹ

ＲＯＴＡＲＹへの登録をお願いします。

登録状況は配布した資料をご覧ください。未登
録の方は今月中に登録を完了していただくよう

清水勇人 様

髙橋
染谷
田口
小沢

お客様ご挨拶
旧大宮市 市長
新藤享弘 様

ＳＯＮＩＣ ＣＩＴＹ(埼玉・大宮・日本生命に
よる情報都市)これは、日本で始めてのＰＦＩ(民
間活力の導入)によるプロジェクトであり、ＹＵ
Ｏ．ＡＮＤ．Ｉプラン(与野、浦和、大宮、上尾
市、伊奈町)のリーディング、プロジェクトです。
埼玉県商工会館の建替えが県で具体化する中で
隣接する庚申公園・桜木小学校の有り方について
県から打診があり、大宮市は桜木小の移転を含め
て、大賛成したところ庚申公園内に祀る庚申神社
の移転についても汗を掻くことになりました。
しかし計画に賛成したものの①31Ｆ超高層ビル
による、日照権、ビル風、電波障害②桜木小のＯ
Ｂによる母校移転の反対（因みに私は、桜木小の
卒業生で、この事業を推進したためＯＢより村八
分）③道路が狭隘のため工事用車輌がもたらす公
害等々④庚申神社には大宮工場で作業中に亡く
なった職員が祀られていたことから、大宮工場の
同意等々、山積みする問題が余りにも多く、後ろ
を振り返ると誰も居ない時が間々ありました。
それでも約5年がかりで、県、市、大宮工場、
桜木町の方々との話がまとまり、Ｐ、Ｆ、Ｉ、方
式導入のために、企業へセールス訪問。ＳＯＮＩ
Ｃ ＣＴＩＹの背景と、これからの大宮の位置づ
けを県職員と営業活動行いました。結果として日
本生命、第一生命、野村不動産が民間活力の導入
によるコンペに参加、東京大学教授の高山先生、
東京大学教授の伊藤先生等により審査の結果、日
本生命が当選、冒頭述べた街区の名が決定しました。
一方では、街区へのホテル誘致についても、パ
レスホテル、帝国ホテル、新橋第一ホテルなどへ
セールス活動を行い、結果として御堀端のパレス
が決定しました。
私の様ような地方自治体の職員が、大会社へ
セールスに出向いた時、一流企業の方々が異口同
音の質問をしたのが大宮駅と新幹線の関係（当時
東海道新幹線は“こだま”“ひかり”の車種）で
“ひかり級”は停車するのですか? でした。鉄道
に対する企業意識は、恐ろしいとこの時感じました。
私が言うのもおか
しな話ですが、ＳＯ
ＮＩＣ ＣＩＴＹは大
成功と思います。
西ロータリークラ
ブの皆様、坂本竜馬
は『賢者は、歴史を
学べ』という言葉を
残しました。

第2770地区第
2770地区第4
地区第4グループ
ガバナー補佐 清水恒信 様

改めまして、こんにちは。この度当大宮西ロー
タリークラブ、そして第４グループの推薦を賜わ
りまして、国際ロータリー2770地区大貫等ガバ
ナーの委嘱を受け,この第４グループのガバナー
補佐として今年度勤めさせていただきます、大宮
西ロータリークラブから出向致します清水恒信と
申します。
先ずは高橋秀樹会長、染谷義一幹事、ご就任お
めでとうございます。そして会長、幹事を中心に
役員の皆さん、理事、各委員長の皆さんご苦労を
おかけ致しますがどうかこの一年宜しくお願い申
しあげます。
今年度のRotary International、R.I.国際ロー
タリーの会長、イアンH.S.ライズリー会長のテー
マは(ロータリー:変化をもたらす)であり、2770
地区のテーマもR.I.テーマに準じております。そ
して地区の運営方針は「新たな行動 新たな感
動」であります。
今日は皆様もご承知の通りですので多くのお
話は憚りますが、このR.I.会長そして大貫ガバ
ナーの意向等を会長、幹事を通じ皆様にお繋ぎす
る事と、クラブの会長、幹事を通じて各クラブの
会員の皆様の意向等をお繋ぎするのが私の主な役
割りであります。
この一年どうぞよろしくお願い申しあげます。

大宮ロータリークラブ
会長 江本尚浩 様
幹事 齋藤守毅 様

写真左から髙橋秀樹会長、大宮ＲＣ江本尚浩
写真左から髙橋秀樹会長、 大宮ＲＣ江本尚浩会長
大宮ＲＣ江本尚浩 会長
様、齋藤守毅幹事様、染谷義一幹事
様、齋藤守毅幹事様、染谷義一幹事

米山記念奨学生近況報告
本岡雅彦様ご紹介
シャキャ・スラクシャ さん
柴木健之 会員
7月1日に富士登山説明会に参
加してきました。皆さんの支援
のお蔭で7月の29日から7月の30
日に富士山上ることになりました。特に大熊様に
感謝の気持ち申し上げます。富士山の山頂まで上
るように頑張ります。皆さんにネパールの事を今
週から一言葉教えていこうと考えております。今
週のネパール語のレッスンはー‘ありがとうござ
い ま す 。 ` ネ パ ー ル 語 で ダ ン ネ バ ー ドと 言い ま
す。よろしくお願いします

本岡雅彦様のご紹介を致します。三井生命保険
(株)営業部長でいらっしゃいます。事業所はさい
たま市大宮区宮町2丁目にあります。ご自宅はさ
いたま市中央区下落合にあり、食べ歩き、スキー
が趣味です。ご家族は奥様、ご長男、ご長女の4
人家族です。
皆様どうぞ宜しくお願い致します。

入会式
坂原 一様ご紹介

≪紹介者より入会者をご紹介≫
紹介者より入会者をご紹介≫
竹内雅人 会員
瀬戸本一雄様ご紹介
渋谷廣慶 会員

瀬戸本一雄様をご紹介致します。瀬戸本様は、
むさし証券(株) 原田益孝会員後任の取締役常務
執行役員でいらっしゃいます。事業内容は、証券
業です。会社は桜木町4丁目にあります。また、
奥様と東京都昭島市武蔵野にお住まいです。趣味
は旅行・ゴルフだそうです。皆さん宜しくお願い
致します。

入会者 お二人のご紹介
清水恒信 会員

坂原 一様をご紹介致します。大東設備工業
(株)の代表取締役でいらっしゃいます。事業は建
設業で、区分は管工事業です。会社は大宮区天沼
町にあり、ご自宅は見沼区小深作です。ご家族は
奥様と2人のお子様がいらっしゃいます。どうぞ
坂原様を宜しくお願い致します。

≪入会者ご挨拶≫
入会者ご挨拶≫

むさし証券(
むさし証券(株)
取締役 常務執行役員
瀬戸本一雄 様

廿野幸一様ご紹介
廿野幸一様のご紹介です。事業所名は(株)相
続・事業承継コンサルティング つづの税理士事
務所の代表取締役で、事業内容は、相続コンサル
ティング・税務申告等をやっておられる税理士で
す。事業所は東京千代田区神田鍛治町3丁目にあ
り、ご自宅は荒川区町屋6丁目です。ご家族は奥
様とご長男、長女、二女という事です。宜しくお
願い致します。

風岡淳一様ご紹介
風岡淳一様をご紹介致します。事業所は風岡不
動産鑑定事務所の代表です。事業内容は不動産鑑
定です。事務所は浦和区岸町7丁目にあります。
ご自宅はさいたま市中央区本町東1丁目にあり、
奥様とお子様2人のご家族です。又、趣味は野球
だそうです。どうぞ宜しくお願い致します。

むさし証券(株)の瀬戸本一雄です。この度は渋
谷様の御推薦を賜り、大宮西ロータリークラブに
入会させて頂き、真にありがとうございます。若
輩者ではございますが、何卒御指導の程宜しくお
願い致します。私といたしましても、積極的に行
事に参加させていただき、諸先輩方の輪に加わら
せて頂ける事に感謝の気持ちでいっぱいです。
当社は、7年前に日本橋より大宮に本社を移
し、県内を中心に２５の拠点を展開しておりま
す。埼玉県を主要営業地盤とした地域密着型証券
会社としてのビジネスモデルを確立すべく、日々
頑張っております。
地域に少しでも貢献できればと、県内企業や小
学校での投資教育や自治体への福祉車両の寄付等
身の丈に合った事を実施しておりますが、今後と
もロータリーの理念も踏まえた活動を行っていく
所存でございます。どうか宜しくお願い致します。

(株)相続・事業承継コンサルティング
つづの税理士事務所
つづの

代表取締役

廿野幸一 様

皆様、はじめまして。㈱相続・事業承継コンサ
ルティング、つづの税理士事務所、代表取締役・
税理士の廿野（つづの）幸一と申します。
仕事は、社名の通り税理士業をしておりまして、
その中でも特に相続税を専門としております。こ
の道２３年目、今まで１０００件を超える相続税
の申告に係ってきました。
趣味はスポーツ観戦で、学生時代は野球、アメ
リカンフットボールチームでプレーしましたが、
今は観戦専門です。
１９６９年生まれ、現在４８歳、家族は、妻、
高校３年生の長男、中学３年生の双子の娘の５人
家族です。
この度、叔父の清水恒信さんの紹介で入会させ
ていただきました。
分からない事ばかりで、皆様にご迷惑おかけする
ことがあるかと思いますが、ご指導よろしくお願
いいたします。

として入会させていただく運びとなりました。
正直、若輩者である私がロータリー活動などで
きるのか迷い躊躇しましたが、前回見学をさせて
いただいた際に、年代の近い会員の方がロータ
リー活動に励んでいる姿を見まして第一歩を踏み
出す勇気となりました。
私の会社は保険業であり、私自身は営業部長と
して現場に従事しております。
当社の経営哲学に『いつの時代もお客様のため
にあれ』とございまして、『お客様第一』の精神
を持って、地域に根差した保険会社を目指し活動
させていただいておりますが、ロータリー活動も
地域に奉仕するという点は同じだと思い、少しで
も地域に対して奉仕できればと思っております。
またロータリー活動を通じてネットワークを広
げ、違う職種の方と親睦を深めることで、人間と
しても幅を広げて成長していく良き機会となって
いけますよう勉強させていただこうと思っており
ます。
なにぶん、至らぬ点も多々あるとおもいます
が、何卒宜しくお願い致します。

大東設備工業(
大東設備工業(株)
代表取締役 坂原
風岡不動産鑑定事務所
代表 風岡淳一 様

風岡不動産鑑定事務所の風岡淳一と申します。
事務所は浦和にあるのですが、たまたま大宮の
清水恒信様のお店でお酒を飲んでいましたら清水
様と出会いロータリーの話が出ました。その時は
冗談だと思っていたのですが、後日、浦和にある
私の事務所に清水様は２回も足を運んでいただ
き、入会を勧めていただきました。
このような清水様の人柄に惚れて、この会には
きっと素晴らしい人達が集まっているのだろうと
思い入会することを決めました。
これからこの会で楽しい時間を過ごして参りた
いと思いますので、宜しくお願い致します。

三井生命保険(
三井生命保険(株)
営業部長 本岡雅彦 様

こんにちは、三井生命保険の本岡雅彦と申します。
日ごろよりお世話になっておりますアウルの柴
木社長からご推薦を頂き、この度ロータリー会員

一 様

先ほどご紹介されました坂原 一です。
この度、日ごろからお世話になっている竹内さん
からご推薦を頂き、ロータリー会員として入会さ
せていただく運びとなりました。
正直、創業から10年が経ったとはいえ、諸先輩
方の前ではまだまだ若輩ですし、ましてロータ
リー活動などできるのかと迷い躊躇したのです
が、いつも熱い情熱をもって仕事に励んでおら
れ、また、お世話になっている竹内さんがロータ
リー活動にも励んでいる姿をみて、第１歩を踏み
出す勇気となりました。
私の会社は建設業であり、従業員の育成を行い
ながら、私自身もお客様との関わりを大切にしな
がら、日々活動させて頂いております。ロータ
リー活動も地域に奉仕するという点では考え方が
同じだと思い、私も、少しでも地域に対して奉仕
ができればと思っております。
また、ロータリー活動を通じてネットワークを
広げ、違う職種の方と親睦を深めることで、人間
としても幅を広げて成長していく良い機会となるよ
うに、勉強させていただこうと思っております。

写真左から竹内雅人会員、坂原 一新会員、瀬戸本
一雄新会員、髙橋秀樹会長、本岡雅彦新会員

写真左から廿野幸一新会員、清水恒信会員、風岡
淳一新会員、柴木健之会員、染谷義一幹事

幹事報告

幹事

染谷義一

幹事の染谷です。一年間宜しくお願い致しま
す。今月のロータリーレートは1＄、111円です。
また、本例会前に理事会が開催されましたので、
ご承認頂きました議案をご報告いたします。
・9月第一.二.三例会ともご承認を頂きまし
た。
・部会の運営費はお一人2,000円となりました。
・11月の親睦旅行は京都となります。

