ROTARY CLUB
CLUB OF
OF OMIYA
OMIYA WEST
WEST
ROTARY

会 長 あ い さ つ
会長 髙橋 秀樹
皆さんこんにちは。地区女子会
4名の皆様、ようこそお越しいただ
きました。心より歓迎いたします。
最初にとても嬉しいニュースを
お知らせいたします。
現在90歳の大竹庄藏会員が先週
の11月27日(月)にロータリークラ
ブ在籍50年を迎えられました。とても素晴らしくて
輝かしいことですので、皆さんで敬意を持って拍手
でお祝いしたいと思います。大竹会員本当におめで
とうございます。50年もの長期間、クラブに在籍し
ていただいたことに心よりお礼申しあげます。本当
にありがとうございます。大竹会員は、新年早々91
歳になられますが、矍鑠とされていらっしゃいます
ので、これからもロータリーの生き字引として、い
つまでも我々にご指導・ご鞭撻を賜りますよう何卒
よろしくお願い申しあげます。
続いて、26日～27日に滋賀・京都への親睦旅行移
動例会を行いました。米山奨学生のシャキャさんを
含め38名の方に参加していただきました。懇親会や
二次会で、皆さん色々とお話をされて懇親を深めて
いただきましたし、又福田会員を座長とする女性陣
７名がネパールのフォーマルウェアであるサリーの
衣装で、魅惑的なダンスをご披露していただきまし
た。理性を無くしてしまいそうな程、その美しさに
酔いしれてしまいました。本当にありがとうござい
ました。あっという間の二日間でしたが、本当に楽
しい旅行でした。参加いただきました皆様と旅行の
企画・準備にご尽力いただきました新井清太部門委
員長、井上委員長をはじめ親睦委員会の皆様、そし
てＪＴＢの大川会員に対しまして心より感謝申しあ
げます。本当にお世話になりました。ありがとうご

ざいました。今日お配りしました週報に旅行の写
真をたくさん掲載しましたのでご覧になってくだ
さい。
また、女子部会の皆さんが今朝6:30より第２回
目の大宮駅西口周辺の清掃活動を行っていただき
ました。お疲れ様でした。そしてありがとうござ
いました。
さて、本日、森田孝和(もりた たかかず)さん、
配島信恵(はいしま のぶえ)さんのお二人が入会さ
れ我々の仲間になられます。ご紹介いただきまし
た吉田奉行会員本当にありがとうございます。お
二人の入会でクラブ在籍は119名となり対年始純増
11名となります。又女性会員は７名になりまし
た。当面のハードルの130名には後11名、女性会員
の10名には後３名となります。我がクラブの更な
る発展には組織の拡大・増強が不可欠です。それ
には会員お一人お一人の協力が必要です。どうか
新入会員のご紹介を是非ともよろしくお願いいた
します。
来週の例会には、神奈川県の第2590地区から第
６Ｇガバナー補佐、地区副幹事、そして地区拡
大・増強委員会の方達合わせて10名の方がお見え
になります。我がクラブの会員増強が何故できて
いるのか、どういう取組みを行っているのか、ク
ラブの雰囲気はどうなのか等々色々勉強させてい
ただきたいということで来られます。大いに歓迎
したいと思いますので、来週の例会の出席を是非
お願いいたします。
最後に、事務局のニューフェイスを皆様にご紹
介いたします。私と染谷幹事による面接に見事合
格し、１２/１付でクラブの一員になられました中
山 裕子(なかやま ゆうこ)さんです。月・水・金
の週３日勤務されます。どうか皆様の会社の新入
社員と思って接していただきますようよろしくお
願いいたします。
本日のプログラムは、ＲＩや地区からの表彰

ロータリー家族とともに行動し ともに感動する
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状 ・感謝状の授与や奉仕Ｐ部 門担当のテーブル
ディスカッションとなっていますので、例会のス
ムーズな進行にご協力いただきますようお願いい
たします。恒例の「ロータリーあれこれ」は丁度
ネタも尽きていましたのでお休みし、次回再開い
たします。会長挨拶は以上です。ありがとうござ
いました。

お客様ご紹介

森田孝和様ご紹介
先ず、森田孝和様をご紹介致します。昭和27年
生れの65歳です。事業所は株式会社第一花壇で代
表取締役でいらっしゃいます。事業内容は生花販
売、造園業で、住所はご自宅とともにさいたま市
見沼区大谷ということです。趣味は、カルチャー
スタジオ経営だそうです。ご家族は、奥様とご長
男、ご次男ということです。皆さん宜しくお願い
致します。

田口修身 副会長

蓮田ロータリークラブ
地区米山記念奨学学友委員
岩槻東ロータリークラブ
ロータリー財団・米山担当理事
さいたま中央ロータリークラブ
職業奉仕委員長
大宮シティロータリークラブ
元地区事務局

配島信恵様ご紹介
深江

瑞枝 様

橋本かほる 様

福村

典子 様

山岸

和美 様

お客様ご挨拶
蓮田ロータリークラブ
地区米山記念奨学学友委員
深江 瑞枝 様

次に、配島信恵様をご紹介致します。昭和38年
生れの54歳です。事業所はさいたま市大宮区三橋
にあります株式会社オリーブハウジングの代表取
締役でいらっしゃいます。事業内容は、不動産の
賃貸、売買、管理をされています。ご自宅は大成
町2丁目です。趣味はゴルフだそうです。公職・
団体職として大宮法人会、またご家族はご両親、
ご長男ということです。皆様是非、配島様を宜し
くお願い致します。

≪入会者ご挨拶≫
株式会社 第一花壇
もりた たかかず

代表取締役
岩槻東ロータリークラブ
岩槻東ロータリークラブ
ロータリー財団・米山担当理事
橋本 かほる様

さいたま中央ロータリークラブ
さいたま中央ロータリークラブ
職業奉仕委員長
福村 典子様

大宮シティロータリークラブ
大宮シティロータリークラブ
元地区事務局
山岸 和美様

森田孝和 様

40歳から45歳まで大宮ロータリークラブで活動
していました。
大きな病気が事情で退会しました。今回青葉園
吉田様のご紹介で西クラブに再入会することが出
来ました。今までにない人数のパワーとエネル
ギーを感じる最高のクラブです。右も左も上も下
も何も分かりませんがロータリークラブの精神を
理解し頑張りますのでご指導下さい。楽しい例会
でした。ありがとうございます。

株式会社 オリーブ・ハウジング
はいしま のぶえ

代表取締役

入会式
≪紹介者より入会者ご紹介≫
吉田奉行会員

配島信恵 様

初めまして。オリーブハウジング 配島でございま
す。
大宮区三橋1丁目で不動産業を営んでおります。
オリーブの花言葉：「平和と知恵」知恵を絞っ
て、幸せの実現の為に必要とされる会社を目指し
ています。
この度、ロータリークラブのような名誉な会に
入れていただき有難うございます。早く皆様の中
に溶け込んでゆきたいと思っておりますので不束
者ではございますが、どうぞご指導下さいますよ
うお願い致します。

表彰・感謝状

左から髙橋秀樹会長、森田孝和新会員、配島信恵
新会員、染谷義一幹事

米山記念奨学生近況報告

①「Every Rotarian, Every Year」クラブ
Year」クラブ
②100％ロータリー財団寄付クラブ
100％ロータリー財団寄付クラブ
③ 『 End Polio Now:歴史に
Now: 歴史に1
歴史に 1 ページを刻もう』
キャンペーンの感謝状
④米山記念奨学会より
・6,000
・6,000万達成クラブ
6,000万達成クラブ 感謝状
⑤ 地区より 2016-17年度財団べネファクター寄
2016-17年度財団べネファクター寄
付額優秀クラブ賞 第2
表彰状
第 2位

①

②

③

④

⑤

シャキャ・スラクシャさん

幹事報告

幹事

☆地区より 85歳以上の長寿者
85歳以上の長寿者 表彰状
大竹庄藏、内海敏雄、林 正、齋藤四郎会員

染谷義一

「幹事報告をさせて頂きます」
◆今月のロータリーレートは1＄112円です。
◆長年事務局員として勤めて頂きました大島さん
が、今年一杯で退職されます。大変残念ですが
ご報告させて頂きます。
関連ですが、現在川口北東RCに勤めておられる
清水事務局員さんとのご縁が有り、来年から当
クラブの事務局員さんとして勤めて頂くことに
なりました。ご報告申し上げます。

☆地区より 45年以上の永年在籍者
45年以上の永年在籍者
大竹庄藏、林 正会員

表彰状

委員長報告
親睦委員会
委員長 井上勝美
◆親睦旅行実施報告。
◆12/25(月)クリスマス例会について。
◆1/9(火)新年初例会についてご案内。
☆地区より2016-17
地区より2016-17年度地区職業奉仕部門委員長
2016-17年度地区職業奉仕部門委員長感謝状
年度地区職業奉仕部門委員長感謝状
清水恒信会員

＊今年度は、果物が直送されます。
＊今年度は、果物が直送されます。
青 木 陽 (8 日 ) 、 柄 崎 隆 志 (10 日 ) 、 小 沢 孝 (17
日)、結城 剛(17日)、柚木 馨(20日)、佐藤直樹
(30日)、櫻井一光(30日)会員

テーブルディスカッション
担当：奉仕プロジェクト部門

奉仕プロジェクト部門
部門委員長 小沢 孝

主

題

これでいいのか大宮西の奉仕活動
～温故知新～
本日は、奉仕活動を主題としてディスカッショ
ンを致しましょう
←集めたゴミはきちんと分別。

方法： 各テーブルには テーブルリーダーがお
ります。
下記の題目にて討論し、リーダーの進行
で進めてください。
①先日行われました、「ピンクリボン運動」や
「大宮ろう学園の支援活動」の社会奉仕の感想
や反省について。

やはり今回も吸殻が一番目立
ちました。
植 え 込 み に は 空 き 缶 ・ ペット
ボトルがいっぱい

良かった事や・感動した事！・初めて参加で感
じた事！など～
＊当日欠席の方は、参加された会員さんに何
か質問しましょう。

きれいになった駅前で
収穫(?!)
収穫 (?!)したゴミたちと
(?!)したゴミたちと
本日も記念撮影。

次の奉仕活動の機会で活躍して
ください。

②大宮西クラブの奉仕活動の昔と今～
これから
委員会が抱える不安な部分とは・・・・

～

奉仕プロジェクト部門は4委員会の構成となっ
ています。
・社会奉仕委員会（社会奉仕）
・国際奉仕委員会（国際奉仕）
・職業奉仕委員会（職業奉仕）
・シスタークラブ委員会（奉仕事業のパート
ナーか）

大宮西RC女子部会
第2回 清掃活動実施のご報告
報告：村松宏呂子会員
12/4(月)午前６時半より、女子部会による大宮
駅西口周辺の第２回清掃活動を実施しました。
部員５名に加えて、髙橋会長・新見会員・小木
曽会員・石三会員の応援参加も頂きました！

お疲れ様でした！

でした！

