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皆さんこんにちは。
今日から新年度が始まりま
した。皆さん新たな気持ちで
本日例会にお越しいただい
たことと思います。まずは、
嬉しいお知らせです。私の女
房役の染谷幹事が今日から
復帰されました。お帰りなさ
い。復帰されたことのお祝いとお礼を申しあげます。
本当にありがとうございます。
今日の週報にてお知らせしていますが、３／２４（土）
第４回鉄道博物館ナイトミュージアムを開催いたし
ました。当日参加していただきました会員の皆さん、
本当にお疲れ様でした。そして運営へのご協力に心
より感謝申しあげます。当日の詳細につきましては、
のち程小林委員長からご報告がございます。
次に、今日お配りしました週報の最後にご紹介して
いますが、３月２６日（月）に国際ロータリー第１
～第３ゾーン会員基盤向上セミナーに内山長期計画
委員長、新井会長エレクト、それに私の３名で出席
して参りました。そのセミナーで会員増強の取組事
例を発表してきました。目標設定や具体的行動につ
いて高橋誠一会員の名前を何度も連呼して、我がク
ラブの増強物語を発表してきました。
最後に、一つご紹介したいことがございます。３月
５日の例会にゲストで出席された元米山記念奨学生
の台北 幸福ＲＣの謝 冠園様からクラブの皆様に
「神韻 2018 日本公演」を是非紹介して欲しいという
依頼がございました。
まずこちらのＰＶをご覧ください。
謝さんからのメッセージです。
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ニューヨークに拠点を置く「神韻芸術団」は 2007
年から、
「神韻交響楽団」は 2012 年より毎年大規模
な世界ツアーを行っており、国際芸術文化界から絶
賛されています。台湾では、毎年約１０万人が観賞
している公演です。2007 年日本での初公演は、ソニ
ックシティホールで行われています。この公演は、
現代の中国ではほとんど見られなくなった本物の中
国伝統文化に基づき、その思いやりや仁・義・礼・
智・信の思想を、美しく正統な古典舞踊を通じて表
現しています。人の心を豊かにする事ができる品位
ある舞台です。このことは、まさしく文化交流を通
して世界平和を目指すロータリークラブの理念にも
通じるものであると言われています。
「百聞は一見に
しかず」です。是非会場に足を運んでください。 本
日、皆様のお手元に「神韻 2018 日本公演」のパンフ
レットとロータリアン向け優待案内をお配りしてい
ます。埼玉では、川口リリア メインホールで４月
２３日（月）１９時と２４日（火）１４時の２回行
われます。観賞ご希望の方は、優待案内の下に記載
されているチケットセンターにご連絡のうえお申込
みください。よろしくお願いいたします。
今回のようなご縁を機に新たに台北のＲＣと姉妹提
携をしたらどうかということが理事会で意見が出ま
して、前向きに進めていこうということになりまし
たのでご報告いたします。

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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台北クラブとの姉妹クラブ提携について

4/21 には岩槻 RC さんの 55 周年記念式典、同日、
大宮シティさんの 20 周年記念式典がございます。
・4/15 から髙橋会長初め 14 名で、南投 RC55 周年
の式典(記念ゴルフコンペも参加)に参加されます。
・クールビズを 5/1 からスタート致しますのでノー
ネクタイでも結構です。
・今月のお誕生日の皆様おめでとうございます。
・本日の例会前に開催されました理事会での決議事
項につきましては週報にてご報告させて頂きます。
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公共イメージ部門
委員長 小木曽 賢己

委員長報告
会員
会員増強維持部門
委員長 高橋誠一

3 月 28 日に上尾西ロータリークラブさんの 45 周年
記念式典に参加した折、台湾の第 3481 地区 国際姉
妹クラブ推進委員長「林 國祥」という方を紹介さ
れました。現在台湾のロータリークラブでは日本と
の姉妹クラブ提携を積極的に推進しているとの事で
した。当クラブでも高橋誠一会員等から台北の都市
部のクラブとの姉妹クラブを進めたらどうかという
意見があり、本日の理事会で方向性が承認されまし
た。つきましては今後提携に向け先方に連絡を取り
ながら、都度進捗を報告していきたいと思います。
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幹事の染谷でございます。
大変長い間、クラブを留守
致しまして申し訳ございませんでした。また大変、
ご心配とご迷惑をお掛け致しました。もう既にご存
じのことと思いますが、病名は直腸癌です。皆様に
は励ましやお見舞いまで頂き、感謝を致しておりま
す。日に日に回復はしておりますが、まだまだ社会
生活を完全に取り戻すには時間がかかりますが、引
き続き幹事職を全うして行きたいと思っております。
・今月のロータリーレートは 1＄104 円です。
・第 3・第 4 グループ合同のチャリティゴルフがご
ざいます。毎回中村パストにはお骨折りをいただき
感謝いたします。そして、いよいよ次年度とのバト
ンゾーンにはいりました。各種予定者会議が目白押
しとなります。どうぞ当該年度と変わらず、新井エ
レクト・新藤栄介次年度幹事をどうぞ盛り立てて頂
ければと思います。
・今月、4/14 には大宮東さんの 40 周年記念式典、
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３／２４（土）第４回鉄道
博物館ナイトミュージアム
を開催いたしました。当日参加していただきました
会員の皆さん、本当にお疲れ様でした。そして運営
へのご協力に心より感謝申し上げます。
当日は、清水勇人さいたま市長様、新藤信夫さいた
ま市議会議長様、新藤享弘旧大宮市長様、そして第
２７７０地区ガバナー大貫等様、第４Ｇガバナー補
佐清水恒信様にご来賓としてお越しいただき、ご挨
拶を頂戴しました。初めてガバナーにお越しいただ
きました。
また、大宮北ＲＣの嶋村会長、高橋幹事様はじめ会
員や児童合わせて約２０名の方がイベントの視察も
兼ねて参加され、３万円ものご祝儀を頂戴いたしま
した。先方にはお礼状をお送りいたしました。
ナイトミュージアムの産みの親である元大宮駅長の
筑波伸夫さんも急遽駆けつけていただき、ＪＲのＰ
Ｒをされるとともにグッズもたくさんいただきまし
た。グッズはニコニコをたくさん拠出していただい
た方に差し上げました。
今回の運営に当りまして、我々がお世話しているイ
ンターアクト埼玉栄高校に参加を呼びかけた処、大
変喜んでいただいて、吹奏学部の小峯麻衣先生と１
７名の生徒さんたちに参加していただきました。お
客様のお出迎え、お見送りを我々と一緒に行ってい
ただきましたし、将来、教師や保育士をめざしてい
る生徒さんは子供たちが笑顔で楽しんでいる様子を
ニコニコして観ていましたし、子供たちがどんな遊
びをしているのか、どんな物に興味を示しているの

かなども一所懸命に観察していました。とても良い
機会になったのではと思います。埼玉栄高校の定期
演奏会は６月２日（土）とお聞きしていますので、
多くの会員の方に足をお運びいただきたいと思いま
す。どうかよろしくお願いいたします。
当日は、これまでの最高となる２５６０名に来てい
ただき、お子さんに差し上げた記念品のシャープペ
ンシルは１４００個にもなりました。嬉しい反面、
反省点もございました。
来年度は、我がクラブの公共イメージを一段と向上
させる運営・戦術を検討していく必要があると感じ
ました。
皆さんのお知恵を拝借して色々と検討していきたい
と思っています。是非ともご協力していただきます
ようお願いいたします。
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齊藤照夫(１日)、相原 武(７日)、木本栄一(８日)、永
井 博(８日)、田村戸一(１６日)、佐藤真義(１７日)、
井上勝美(１８日)、内山直樹(２０日)、山本貴之
(２１日)、鈴木恭二(２２日)、重松高浩(２２日)、小
河原豊(２４日)、荒井伸夫(２６日) 各会員
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青少年育成・インターアクト委員
山崎 一祥 会員
簡単ですが活動報告致します。ご
確認ください。まず、インターア
クトとは、ロータリークラブがス
ポンサーとなって設立されている１２歳～１８歳を
対象としたクラブです。
現在 2770 地区では全てのクラブが高校をベースと
しています。ちなみにご存知だと思いますが、我々
大宮西ロータリークラブは埼玉栄高校のスポンサー
です。改めてご認識ください。
また、インターアクトは地域社会のリーダーから指
導を受けることで世代を超えた絆を築いたり、海外
の若者たちと交流して友達の輪を広げたりと、若者
に様々な機会を与えることでリーダーシップのスキ
ルを育んでいただくことを目的としています。
そういったことを踏まえ当委員会では、
＊ 活動に消極的なクラブをなくしていくこと。

＊ 地区行事により多くのインターアクターを参加
させること。
＊ ローターアクターなどとの交流を促進すること。
＊ 新たなインターアクトクラブの設立を援助する
こと など。
これらを活動方針に委員会を行なっており役割を果
たせるよう、只今も奔走中であります。

ＲＹＬＡ委員
坂本 哲朗 会員

公共イメージ向上委員
村松 宏呂子 会員
「イメージアップのヒント」
募集中です。

女子部会活動報告
《第４回 清掃活動実施のご報告》
４/２(月)午前６時半より、女子部会による大宮駅
西口周辺の第４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・石見会員の応援参加も頂きました。

皆様、お疲れ様でした。

