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会 長 あ い さ つ

「ニコニコＢＯＸ（あるいはスマイルＢＯＸとも
呼ば れ る ） 」 に つ い て で す 。 ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ

会長

髙橋 秀樹

と は、ロータリー特有のもので、会員・家族・親
族・会社等に嬉しい事やお祝い事があった時に、

皆さんこんにちは。先週の9/25
それを記念してニコニコ笑っていくらかの浄財を
大宮ろう学園での移動例会には、
入れ、それを披露して喜びを分かち合ったり、時
多くの方に出席していただきあり
には失敗したこと等をユーモアたっぷりに披露し
がとうございました。
て例会を賑わせて親睦を深めるという意味合いが
生徒がｉＰａｄを活用して楽し
あります。
くゲームを作っていた授業を見学
金額は一口１０００円単位が一般的ですが、拠
させていただき、生徒の力を高めることに役立つと
出していただいたお金は一つの信託財産であっ
確信しました。又学園から感謝状をいただきました。
て、クラブが何かの社会奉仕活動をする時に、こ
本日、小林又次郎さん、藤波大地さんのお二人が
の浄財をその事業に役立ててくださいという形
入会されます。これでクラブの会員数は118名とな
で、クラブ理事会に預けておくお金です。すなわ
ります。ご紹介いただきました齊藤政春会員、青木
ち親睦から奉仕へのロータリーの本質を具現する
陽会員本当にありがとうございます。
ものと言えます。ニコニコＢＯＸはあくまで個人
お配りしている写真をご覧ください。「世界乳が
が自発的に行う寄付行為ですので、決して強制す
ん月間」初日の昨日、当クラブのピンクリボン運動
るものではありません。
の第一段として、大宮ソニックシティビルを19：00
ニコニコＢＯＸは、実は日本のロータリーが開
～22：00までピンク色にライトアップしました。ま
発したものです。その起源は昭和１０年、東京
たソニックシティビルの２Ｆ正面玄関にピンクリボ
ロータリークラブです。東京ロータリークラブで
ンツリーとイルミネーションを設置しました。乳が
は、１９２３年（大正１２年）９月１日の関東大
んで命を落とす人がなくなるようにとの願いを込め
震災に対し、ＲＩや世界の５０３のクラブから寄
て 多 く の 方 に リ ボ ン を 結 ん で い た だ き 、 1 0/ 28
せられた義捐金８９０００円（当時の貨幣価値で
アグネス・チャンさんに出演していただくライトアップ
約３億円）を使って、東京市の孤児院の敷地内に
点灯式にはピンク色に染まったツリーを展示できる
鉄筋２階建ての「ロータリーの家」を新築し孤児
ものと思います。お帰りの際是非ご覧いただき、リ
院に寄贈するとともに、孤児達に年２回贈り物を
ボンを結んでいただきますようお願いいたします。
していました。
第４回

「ニコニコＢＯＸ」について
昭和１０年、玉川遊園地がオープンした時、孤

さて、“ロータリーあれこれ”の今日のテーマは
児達３００名を連れていってあげようという計画

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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を立てました。ところがその費用をどうするかと
いうことになり、当時の社会奉仕委員の関幸重と
藤波大地様ご紹介
いう人があり合わせのボール箱を持って、「あな
青木

陽 会員

たの誕生日です」とか「お嬢さんが結婚されたで
しょう」とか色々なことを軽妙洒脱に面白く話し

本日は藤波大地さんをご紹介致します。
藤波さんは株式会社Gives の執行役員を務めら

ながら例会場を回ったところ、会員達が皆笑いな
れております。
がら何がしかのお金をその箱の中に入れ、結果的
藤波さんは以前行われたゴルフコンペ、シン
に当時大学卒の初任給が６０円くらいの時代に６
フォニークルーズにも参加して頂きロータリーで
００円のお金が集まり、そのお金で孤児達を遊園
行っている事すべてに感銘して頂き、是非入会し
地に連れていくことが出来たそうです。
たいという経緯で、本日入って頂く事になりまし
その後も関さんが何かことある毎にその箱を
た。
持って回ったのですが、あまり汚い箱では具合が
事業所は大宮区東町2丁目にあります。藤波さ
悪いだろうということで、三越に注文してえびす
んの家族構成は、奥様と息子さんがいらっしゃい
様の顔を彫った木製の箱を拵えたそうです。これ

まして、埼玉の上尾市にお住まいです。私の事業

がニコニコＢＯＸの起こりだと言われています。

所が上尾に有りますので親しくして頂いておりま
す。趣味は、映画、海外ドラマ鑑賞と云う事です。
これから是非宜しくお願い致します。

ニコニコＢＯＸの意味をご理解いただけたで
しょうか。これからは何事も喜ばしいことだと
思っていただき、例会毎にニコニコと笑って浄財

≪入会者ご挨拶≫
を寄付していただきますとクラブとしてもとても
助かります。どうかよろしくお願いいたします。
小林又次郎税理士事務所
代表者 小林又次郎 様
伝統と名誉ある大宮西ＲＣに入会を許され、感

入会式

謝申し上げます。
私は、税理士業を四年と少しになりますが、そ
れ以前は国税一筋４０年の公務員人生でした。大

≪紹介者より入会者をご紹介≫
変粗野な職場人生でしたが、最終の２年間に少し
小林又次郎様ご紹介

は人間らしい人生をという配慮か、大宮税務署長
を拝命しました。

齊藤政春 会員
その２年間の内に、当大宮西ＲＣでの卓話の機
本日は、小林又次郎様をご紹介させて頂きま
会を得、皆さんに無駄な時間を費やさせてしまっ
す。
たことを思い出しました。
仕事でのお付き合いをさせて頂いております
税理士開業当初は、家庭のある幸手で旗揚しま
が、会場には私以上にお付き合いの長い方々が沢
したが、大宮移転を経て、現在は縁あって新座市
山いらっしゃいます。石三会員さんからもプッ
で開業しています。大宮大門町の一室を住居とし
シュがあり、今日ご入会する運びになりました。
て60分通勤生活の毎日です。
先生は税理士事務所を新座市でやっており、い
趣味は、新潟出身者ゆえの特技で、スキーと書
つも新座にいらっしゃるのですが、月曜日は例会
きましたが、格別上手い訳ではありません。
にいらして頂く様お願いしております。
《近頃想うこと》小さな野望＝ここ２年間マー
元税務署長ということです。豊富な知識もあり
クしている腹囲103㎝を何とか二桁に落とす。
ますので是非皆さまのお力になって頂ければと思
大きな野望＝家内との融和を実現する。職場人
います。
生40年の勝手気儘が祟って涼風が吹く距離感を、
趣味はスキーということです。
二人の娘の仲立ちで改善したいと真に願うこの頃
皆様是非とも宜しくお願い致します。
です。

・10月23日の例会場はソニックシティ、ホール棟4階、
株式会社Ｇives
株式会社Ｇives
執行役員 藤波大地 様

国際会議室となりますのでお間違えの無いよう
お願い致します。

初めまして株式会社Givesの藤波大地と申しま
す 。 Longevity 株 式 会 社 の 青 木 さ ん と は 前 職 か
ら、ご縁あって仲良くさせて頂いておりました。

会長エレクト報告

入会のきっかけは、三光ソフランホールディン
グス株式会社の高橋会長主催の勉強会、クルーズ
定例会にオブザーバーとして参加させて頂き、皆
会長エレクト

新井清太

様の温かい人柄やロータリークラブの雰囲気に魅
力を感じ、入会させて頂く運びとなりました。
次年度地区役員の推薦依頼がきております。
奉仕活動については、幼少期に所属していた
今年度も１０名の方が地区へ出向しております
ボーイスカウト以来となり、再び社会奉仕に携わ
が他クラブの多くの方と知り合う絶好の機会です
れることを楽しみにしております。また、私は、
ので期日が迫っておりますが、積極的に地区への
映像制作会社を営んでおります。皆様に身近な
出向をお願い致します。
TVCMやリクルート動画、動画マニュアル等を制作
する会社でございます。動画に関わる事がござい
ましたら是非、お気軽にお声がけ頂けましたら幸
いです。未熟な私ではございますが、皆様と交流

委員長報告

を深め、大宮西ロータリーの一員として貢献でき
るよう努めてまいります。
皆様ご指導の程よろしくお願い致します。
社会奉仕委員会
委員長 小林政良
10/28㈯、10/29㈰に我がクラブが支援しており
ます、大宮ろう学園の

のばら祭が開催されま

す。そこで、毎年恒例ではございますが、皆様に
はバザー品の提供をお願い申し上げます。大宮ろ
う学園様からのご報告によりますと、昨年度の我
がクラブで提供させていただいたバザー品は、全
写真左から髙橋秀樹会長、青木 陽会員、藤波大地
新会員、小林又次郎新会員、齊藤政春会員、染谷義
一幹事

て完売したと報告を受けておりますので、今年度
も多数のバザー品の提供をお待ちしております。
バザー品で喜ばれるものといたしまして、タオ
ル、ハンカチ、シーツ等の日用品やお子様向けの

幹事報告

お菓子、おもちゃ、その他調味料、引き出物等で
ございます。
提出期限でございますが10/20㈮までに事務局に
ご持参されますようお願い申し上げます。

幹事

染谷義一
尚、どうしてもバザー品のない方はもちろん現
金でのご提供も受けさせていただきます。売上金

・今月のロータリーレートは1＄:112円です。
は大宮ろう学園様で有効に活用されますので、是
・クールビズは10月末日までとします。11月から
非、皆様の協力の程をお願い致します。
ネクタイ着用でお願い致します。
・「部会のご紹介」をボックスへ投函させて頂き
のばら祭と同日の10/28㈯になるのですが、我が
ました。是非ご参加をお願い致します。
クラブの大きな事業の1つであります、ピンクリボ
・再度ご案内申し上げます。11月11日、12日に開
ン運動が御座います。このピンクリボン運動です
催されます地区大会のご参加を宜しくお願い致
が、今年で5回目となります。
します。

まだ入会されてピンクリボン運動についてご存
知ない方に説明させていただきますと、10月は世

地区補助金委員会
委員長 新藤栄介

界乳がん月間となっております。そこでこの10月
先週の大宮ろう学園での移動例会、多くの会員
にピンクリボン運動をさせていただくのですが、
の 皆様 にご 参加 頂き ま して 有り 難う ござ いま し
このピンクリボン運動とは乳がん月間に乳がんを
た。
身近な問題と認識し、早期発見・早期診断・早期
地区補助金委員会、社会奉仕委員会を代表致し
治療の為の検診受診の大切さを積極的に啓発行動
まして御礼申し上げます。私からは以上で御座い
することを目的とする運動で御座います。2007年
ます。
6月に策定されました厚生労働省のがん対策推進
基本計画によりますと、がん検診の受診率50%以
上を目標とすると明記されております。H28年度

会員増強維持部門委員会
委員長 高橋誠一

のさいたま市の乳がん検診率ですが23.6%となっ
ておりますので、この運動を通じて少しでも多く
こんにちは。今日は齊藤政春会員が小林又次郎
の方に乳がん検診をしていただけたらと、思って
さんを、青木 陽会員が藤波大地さんをご紹介頂
おります。
き、ご入会頂きました。有り難うございました。
今、会員が１１８名ですので後１２名です。
さて、今年度のピンクリボン運動のスケジュー
未だ紹介して頂いていない方もいますので、是
ルでご ざいますが、16:30より大宮駅西口にて
非皆さん宜しくお願い致します。
ティッシュの配布となりますので、16:00に集合
してい ただく予定になっております。16:30～
17:00までティッシュの配布、17:30～18:00アグ
ネス・チャンさん並びにミスアース・ジャパン埼
玉ファイナリストの皆さんによるチャリティー
ショー。18:00よりピンクリボンライトアップ点
灯式、19:00より懇親会を予定しております。
尚、アグネス・チャンさんにおかれましてはこ
吉田暎治(6日)、大谷義武(6日)、伊田雄二郎
のピンクリボン運動の趣旨をご理解していただ
(12日)、坂原

一(13日)、岡部 勉(14日)、矢尾

き、そして何よりも髙橋秀樹会長のご尽力によ
喜 三 郎 (25 日 ) 、 関 根 正 也 (25 日 ) 、 望 月 諭 (27
り、ボランティア出演していただく運びとなりま
日)、各会員
した。髙橋会長、ありがとうございます。
今回のピンクリボン運動で御座いますが、たく
さんの方にお越しいただきたいと思っておりま
す。そこで今年度の我がクラブのロータリー家族
とともに行動しともに感動するというテーマが御
座いますので、是非ともロータリー関係者の方に
もお声かけしていただいて参加していただきたい
と、思う次第でございます。
尚、先着順ではございますが300名の方にプレ
ゼントを用意しておりますので、奮ってご参加く
写真左から髙橋秀樹会長、伊田雄二郎会員、関根
ださいませ。勿論、会員様、ロータリー関係者様
正也会員、矢尾喜三郎会員、染谷義一幹事
も対象で御座います。

米山功労者感謝状
親睦委員会
委員長 井上勝美
11月26日(日)～11月27(月)国宝・世界遺産を巡

✿米山功労者感謝状
第12回メジャードナー

林

正

会員

第５回マルチプル

木本栄一会員

る滋賀・京都 親睦旅行移動例会を行います。
10月16日までに事務局宛ＦＡＸ(返信)願います。

写真左から髙橋秀樹会長、林

正会員、木本栄一

会員、染谷義一幹事

ＲＬＩ修了証
✿ＲＬＩ

ＰＡＲＴⅠ修了証

永井伸剛、榎本貞寿、竹内雅人、坂本哲朗、横
溝一樹、川井理砂子、各会員
✿ＲＬＩ

ＰＡＲＴⅡ修了証

榎本貞寿、永井伸剛、竹内雅人、横溝一樹、川
井理砂子、各会員

写真左から髙橋秀樹会長、横溝一樹会員、竹内雅
人会員、坂本哲朗会員、永井伸剛会員、川井理砂
子会員、染谷義一幹事

例会主題：
例会主題：会員研修委員会担当

会員研修委員会
委員 川井理砂子
「ロータリークラブについて考えた事」
ロータリークラブは、長い歴史と伝統を持つ団
体です。先ずはそのあらましをよく知り、取り組
んで参りましょう。

