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皆さんこんにちは。
本日は、公益財団法人ドナ
ルド・マクドナルド・ハウ
ス・さいたま様より ハウ
スマネージヤー 斎藤 麻
矢（さいとう まや）様、ワ
ーキンググループ 新保 智（しんぽ さとし）
様に卓話の講師としてお越しいただいています。
大変お忙しい処、お越しいただきまして本当にあ
りがとうございます。
さて、先週６日（金）に清水第４Ｇガバナー補
佐、柴田第３Ｇガバナー補佐主催による第３Ｇ・
第４Ｇ合同ポリオ撲滅チャリティゴルフコンペ
が東武藤が丘カントリー倶楽部において、１２２
名の参加で盛大に開催されました。コンペの開催
に当りましては、実行委員長の中村パストにはお
骨折りをいただきまして感謝申しあげます。また、
藤嶋Ｇ幹事をはじめ実行委員の方々にも大変お
世話になりました。ありがとうございました。当
日は、ポリオ撲滅への募金が約３７．５万円集ま
りました。コンペに参加していただきました１６
名の会員の皆様に心よりお礼申しあげます。今回
のコンペには、ロータリークラブの会員以外の方
が４１名も参加していただきました。国際ロータ
リーがポリオ撲滅に真剣に取り組んでいること
をＰＲできましたし、またご理解もしていただい
たという意味で大きな意義があったと思ってい

第2554例会
発 行 日
週報当番

2018/ 4/ 9
2018/ 4/23
石丸 主憲

ます。今後もクラブ会員以外の方に多数参加して
いただき、ロータリークラブの行っていることを
ご理解いただくとともに、クラブへの入会をお勧
めするコンペとしたらどうかと思いました。
つづいて、米山記念奨学生につきましては、こ
の一年間、ネパールのシャキャ・スラクシャさん
を仲間として迎え、一年間共に活動し、先月旅立
たせましたが、今年度も引き続き、米山記念奨学
生のお世話をすることになりました。２０１８学
年度は、私が木本会員からバトンを渡されまして
カウンセラーを努めさせていただくことになり
まして、一昨日の７日（土）に奨学生との初顔合
わせに行って参りました。
今回我々の仲間になる奨学生の名前は、ムハマ
ド ナジム ムハマド シュクリというマレー
シアの男性です。現在、埼玉大学の４年生で、工
学部電気電子システム工学科に在籍しています。
大人しくて、優しい好青年で、日本に来て７年目
ですので、日本語もシャキャ程度には話せます。
今月２３日の例会から出席してくれます。当日、
改めて紹介させていただきますので、皆さん引き
続き、一年間よろしくお願いいたします。
最後に、本日は、押野一郎会員と大川正勝会員
お二人のイニシエーションスピーチがあります。
お二人は思いっきりご自身をＰＲしてください。
また、ゲストの斎藤様より日頃取り組まれてい
ることについてお話をしていただきますので、皆
様ご清聴いただきますようお願いいたします。

ロータリー家族とともに行動しともに感動する
（５５周年全員で前進する－ 全・進－）
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会員

こんにちは。早速ですが、
去る 4 月６日に行われましたポリオ撲滅チャリティ
ゴルフコンペには当クラブより 16 名参加をいただ
公益財団法人

きまして誠にありがとうございました。先に髙橋会

ドナルド･マグドナルド･ハウス･チャリティーズ･ジャパン

長より詳細についてはお話がありましたので私の方

ドナルド･マクドナルド･ハウス さいたま

からは御礼と何度もお話させていただいております
が、ガバナー補佐の立場を少し説明申し上げます。

卓話者

国際ロータリー第 2770 地区に大貫さんという方が

ハウスマネージャー

ガバナーをなさっております。この方は上尾西ロー

斎藤

タリークラブの方であります。この第 2770 地区に

麻矢

様

は 12 グループございまして、その中の第 4 グルー
プのガバナー補佐ということであります。大宮西ク
ラブには現在、大竹会員、林会員、藤池会員、荒井
ワーキンググループ
新保

智

会員、木本会員、そして私ということであります。

様
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公益財団法人ドナルド・マ
クドナルド・ハウス・さいた
まハウスマネージャー

斎藤麻矢様、ワーキンググ

初めての情報交換会をロータ

ループ新保智様、ようこそお越し頂きました。本日

リー終了後、１３時３０分から

の卓話宜しくお願い致します。またイニシエーショ

３０分開催したいと思います。

ンスピーチをされる押野一郎会員、大川正勝会員、

ロータリーのメンバー同志で情報交換をして、少し

思う存分自己 PR をしてください。

でも事業の発展に役立たせようということが目的で

・4 月 15 日から南投 RC55 周年記念式典へ参加さ

す。その情報で収益を上げて奉仕に力をささげよう

れるメンバーの皆様、気を付けて行ってきてくださ

ということです。

い。
・次回パレスホテルで行われる通常例会は 4 月 23
日です。お間違いのないようお願い致します。
・次年度の交換派遣学生であります星楓子さんの派
遣場所が、フロリダに決定しましたのでご報告いた
します。

大川

イニシエーションスピーチ

押野

正勝

みなさん、こんにちは。ロータリ

会員

一郎

会員

ー歴 2 年の押野です。3 月に 50
歳となり、お陰様で社歴も 14 年目に入りました。ス
ピーチの機会を与えて下さり振り返ってみると、自
分の人生は拒絶から始まることが多いことに気がつ
ＪＴＢの大川です。昨年（２０１７年）３月に前任

きました。拒絶はむしろチャンスとなる。諦めずに

の神保からバトンを引きつぎました。本日は簡単に

頑張って現在は公私とも絶好調です。

自己紹介をいたします。

ここで私の商売の 3 つの柱をご紹介します。もしお

１９７０年９月１３日生まれ

４７歳

おとめ座Ａ

Ｂ型の一人っ子です。顔に似合わず女子っぽいとこ
ろがあります（笑）東京の浅草で育ち、現在は結婚

読みになってみて可能性があるという方がいらっし
ゃれば是非情報を下さい。
１つ目は、レアメタルの再生事業です。例として、

して熊谷市に在住。高校、大学ではラグビー部に所

携帯電話やパソコンを回収して再生します。

属し、結構本気でやってました。体育大学出身で体

２つ目は、太陽電池モジュールの再生です。例とし

育の教員を目指していましたが、縁あって旅行会社

て、みなさんもよく目にされる太陽光パネルを回収

のＪＴＢに就職（首から下採用と揶揄されました

して再生します。

が。。
。）

3 つ目は、英会話教室の運営です。鴻巣市で開業し

入社以来１４年間は渋谷で修学旅行の営業をしてい

て約 10 年になります。生徒数も 100 人を超え、現

ました。その後、栃木県の小山支店で４年、埼玉の

在ではお断りしているため入会は順番待ちの状況で

川口支店で２年、本社に３年、２０１６年４月より

す。現在先生を大募集中です。

現在の埼玉支店に参りました。家族は妻と子供３人

以上、今後ともご指導ください。

（大学１年生女、高校２年生男、中学２年生女）の
５人です。

ゲスト卓話

会社の恐妻組合の理事長を自認し、怖い妻の元、大
変厳しいルールの中で生活しているため、土日ほと
んど自分の部屋からでない引きこもりです。。
。

公益財団法人

趣味はスポーツ観戦（野球、ラグビー、サッカー、

ドナルド･マグドナルド･ハウス･チャリティーズ･ジャパン

ゴルフなど広く浅く）です。

ドナルド･マクドナルド･ハウス さいたま

今、興味があることはダイエットです。ここ２年
で１０キロ以上増えて、いよいよ 0.1 トンになって

ハウスマネージャー

しまいました。しかも痛風の発作も（３回目）でて

斎藤

しまい早くも成人病の１歩手前です。ぜひ、良いダ
イエット方法があれば教えてください。
最後に私には２つの欠点があります。一つは人の
顔と名前を覚えることが苦手なことです。入会して
１年経ってますが、顔と名前の覚えがよくなく無礼
をしていることがあると思います。この場をお借り
してお詫び申し上げます。もう一つは、顔が恐いこ
とです。普通の顔をしていても目つきが悪く、怒っ
ていると勘違いされます。内面は大変穏やかな人間
ですので、どうか皆さま仲良くしてください。
以上、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

麻矢

様

