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皆さんこんにちは。先
週は GW ということで、
長い人で９日間のお休み
を取られた方も大勢いら
っしゃったのではないか
と思います。皆さんはど
のようにお過しでしたで
しょうか？私は孫が３人来てくれましたので、楽
しく過ごせましたが、ヘトヘトになりました。今
も体中、筋肉痛です。
まずは、嬉しいご報告が２つございます。１つ
は、皆さん既にご存知のことと思いますが、藤池
会員が６／４の総会決議で経済同友会の代表幹
事に就任されることになりました。本当におめで
とうございます。２つめは、この月刊誌「情報さ
いたま」に当クラブの鉄道博物館ナイトミュージ
アム事業が紹介されました。知人から『載ってた
ね』と連絡をいただきました。メディアに取り上
げていただくことの影響の大きさを改めて痛感
しましたし、クラブの存在とイメージを大いに高
めていただいたものと感謝しています。皆さんに
後程お配りいたします。
さて、本日のプログラムは、誕生祝い、先月出
来ませんでしたロータリーの友 4 月号の解説、そ
して南投 RC 55 周年記念式典への参加報告が予定
されています。
また、大和ハウスの志保達郎様、みずほ銀行の
栗原康徳様、お二人の入会式も行われます。ご入
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会ありがとうございます。お二人の入会で当クラ
ブの会員数は１２１名になります。当面の目標で
あります１３０名にあと９名です。引き続き会員
のご紹介を是非ともお願いいたします。
例会の後半にクラブ協議会を行います。新井清
太年度の「年度方針発表」がございます。4/13 に
地区研修・協議会がございました。ロータリーク
ラブの年度計画は、RI 会長の方針、地区ガバナー
の方針を受けて、クラブの戦略計画、テーマ、方
針を決め、そして具体的活動をしていくことにな
ります。
私も過去を振り返りますと、染谷幹事と共に 2
月～5 月が一番忙しかったように思います。新井
清太会長エレクトと新藤栄介幹事エレクトは今
が一番時間をとられる時で大変な思いをされて
いると思いますが、是非とも頑張ってください。
会員の皆さんは、次年度はどの委員会に所属し、
何をするのかを確認してください。会員の皆さん
が、親睦と奉仕を重ね、互いに信頼関係が産まれ
てくる中でビジネスに繋がるようになれば、クラ
ブの雰囲気は変わり、活性化が図れてきます。ク
ラブの活動に積極的に参加していただきますよ
う心よりお願いいたします。
本日も盛りだくさんですが、どうぞよろしくお
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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高橋誠一(28 日)、鈴木康夫(28 日)、内海敏雄(30 日)
各会員

会員

今月のロータリーレートは 1＄108 円です。

入 会 式

本日は二名の新会員さんをお迎えいたします。栗原
康徳様

志保達郎様、後ほど、入会式を執り行いま

すので宜しくお願い致します。

＜紹介者＞ 高橋 誠一 会員

また、先月はお時間の都合上、4 月のロータリーの
友の解説をすることが出来ませんでした。5 月に入
り恐縮ですが本日、解説をさせて頂きます。石丸委
員長宜しくお願いします。

＜入会者ご挨拶＞
みずほ銀行 大宮支店
栗原 康徳 様

また、姉妹クラブであります、南投 RC の 55 周年記
念式典のご報告を渋谷委員長にお願いしてございま

はじめまして。

す。そしてその報告の資料を荒井理人副委員長が頑

みずほ銀行大宮支店の栗原康徳と申します。この度、

張って作ってくれました。ありがとうございます。

高橋誠一様のご紹介により大宮西ロータリークラブ

本日例会前に、第 11 回の理事・役員会が開催されま

に入会させていただけることになりました。どうぞ

した。決議事項は週報にてご報告させて頂きます。

よろしくお願い致します。
私は昭和 40 年生まれの 52 歳、家族は妻と子供が二

委 員 長 報 告

人です。子供はそれぞれ瑞生(みずき)知生(ともき)と
言いまして、
「生」きるという字を使うことで男の子
であることを強調しています。妻は子供の頃から卓
球をやっておりまして、小さい国際大会ながら元日

社会奉仕委員会
委員長

小林 政良

会員

５/１４(月)開催

東京オリンピックの翌年に移転する予定です。移転
先は現在大規模な工事が行われている、東口の再開

会員増強維持部門
高橋 誠一

手で相手されてしまいます。
私の勤務するみずほ銀行大宮支店は現在仮店舗で、

「砂場清掃」について

委員長

本代表です。家族旅行で温泉卓球をやる時には、左

会員

発事業である大門町のビルです。大宮の新しい歴史
に、皆様と一緒に貢献していきたいと考えています。
どうぞよろしくお願いいたします。

情報交換会について

＜紹介者＞ 齊藤 政春 会員

誕 生 祝

５月生まれ

親睦委員会
委員長

井上 勝美

会員

山崎一祥(２日)、田原直樹(４日)、齋藤四郎(６日)
齊藤政春(12 日)、中谷輝彦(17 日)、柴木健之(18 日)
小岩淳一(18 日)、新井清太(21 日)、石三重則(21 日)

＜入会者ご挨拶＞
大和ハウス工業㈱ 埼玉支社
志保 達郎 様
皆様こんにちは。大和ハウス工業㈱の志保と申しま
す。ご推薦を賜り、この度入会させていただく運び
となりました。過去の私の前任者も、このクラブで
大変お世話になったと伺っております。
私も転勤者であり、ロータリークラブはこちらで 3

クラブ目となります。弊社の様に転勤がある会社は

す。地球は私たちの、そして私たちの子供やそのま

ご迷惑をおかけすることもあると承知しております

た子供たちのものです。地球を守るのは私たち全員

が、私自身、新天地で地域に密着して事業を進める

の仕事、変化をもたらすのは私たちロータリアンの

上で、人道的な奉仕を行い、あらゆる職業において

仕事です。

高度な道徳的水準を守るロータリアンとしてとても

「私がポリオ撲滅活動を続ける理由」

充実感を得る事ができました。

小児医療の専門家としてガーナへ派遣された方の記

こちらの大宮西ロータリークラブでも早く風土に慣

事で、１２歳のポリオサバイバーの子供との出会い

れ、皆様のご指導を仰ぎ、一員として活動させてい

について記載されています。その子供との約束が、

ただきたいと存じますので、何卒よろしくお願い申

困難だったポリオ撲滅活動を続けられた理由である

し上げます。

ということです。
「メークアップのすすめ」

Ｐ9

Ｐ12

メークアップとは、欠席した例会を他のクラブへ出
席することで補てんができるという制度です。自ク
ラブ以外の会員との交流機会ができるなど、多くの
利点もあり、ロータリーの会員であれば世界中のク
ラブと交流ができます。メークアップに来た方を受
け入れる立場のクラブと海外クラブでメークアップ
した方の記事を紹介しています。ご一読ください。
Ｐ２３ 「世界のロータリーニュース 」～インド～
インドでは飢餓、栄養不良等で多くの子供が苦しん
でいるというなかで、地元のロータリーが立ち上が

ロータリーの友

り、歩道に冷蔵庫を設置し、近隣の協力飲食店等が
余った料理や水を補充し、誰でも取り出せ利用でき

公共イメージ向上委員会

るようにしたとあります。食べ物を無駄にすること

委員長

なく人々の命を守るというプロジェクトだとのこと

石丸 主憲

会員

です。
4 月号の解説

縦組み
友愛の広場の記事

横組み
「ライズリーＲＩ会長メッセージ」

Ｐ13

高知ロータリークラブが、創立７０周年記念事業で、
Ｐ3

「燦々（さんさん）基金」という地元高校から大学

１９９０年にオレゴン州ポートランドで開催された

へ進学した学生を対象に、月々１万円を支給する返

ロータリー国際大会で、当時のパウロ・コスタ国際

還不要の奨学金を設立して、いまではこの事業をさ

ロータリー会長エレクトが、
「我らの天体、地球の保

らに充実した活用をしているという記事です。

全」という環境プログラムの立ち上げを宣言し、木

大宮中央ＲＣの記事

を植えて空気、水質の浄化に努め、未来の世代の為

地区補助金を利用してカンボジアのシェムリアップ

に地球を守ろうと、環境問題を奉仕活動に組み込む

にある山本日本語学校にテレビなどを寄贈したとい

よう呼びかけました。当時の会員一人一人が１本の

う記事が記載されております。

木を植えようと呼びかけし、私たちロータリアンは

卓話の泉

その呼びかけを上回る結果を出しました。３５００

長く痛みがとれない腰痛について、とても興味深い

万本近い数の木を植えたのです。これらの木は環境

内容が記載されています。脳が痛みだけを感じるよ

の保全に多大な貢献をし続けていますが、残念なが

うに指令を出しているケースもあり、痛みは幻であ

らロータリー全体としては環境問題への取り組みは

るということもあるそうです。腰痛に悩まされてい

進んでいません。そのため、ライズリー会長はコス

る方はご一読されてはいかがでしょうか。

タ氏にならい、会員一人一人の植樹を呼びかけまし
た。狙いはロータリアンが再び取り組むべき地球の
現状という問題に、ロータリアンが関心を新たにし
てくれることを期待しています。
公害、異常気象等の環境問題は見過ごせない問題で

Ｐ25

「慢性腰痛について」

Ｐ19

式 典 参 加 報 告

で、少し米山についてお話したいと思います。この
事業は日本のロータリーの父・米山梅吉氏から名付
けられたものですが、米山氏はちょうど 150 年前、
1868 年 2 月に生まれ～（長いので略）～1946 年に

シスタークラブ委員会
副委員長

荒井 理人

会員

亡くなりました。
その後東京 RC が RI に復帰し 1950
年代になると、当時国際ロータリー財団の奨学事業

台湾訪問を写真で報告

が高い効果を上げていたこと、生前米山氏が海外か
らの留学生を支援していたことかなどから、米山氏
の功績を讃えて事業ができないかだろうか、との意

シスタークラブ委員会
委員長

渋谷 廣慶

見が持ち上がり、戦後のアジア民族融合のため「平
会員

和日本」を世界にアピールする事業として、日本独
自の国際奉仕プログラムである米山記念奨学事業が
生まれました。この奨学事業は民間最大のものであ

只今、荒井(理)副委員長に映像を見ながら今般の南

るとともに、他の奨学事業にはない「世話クラブ・

投クラブ訪問の報告をしていただきました。

カウンセラー制度」という大きな特徴を持っていま

先ず、今回の訪問に参加していただきました会員の

す。海外からの奨学生に将来、単なる日本との「懸

皆様、荒井副委員長、委員の皆様ご苦労さまでした。

け橋」のみではなく、
「ロータリーの良き理解者であ

私からは少し違う話で補足させていただきます。

る、日本との懸け橋」として「育って」もらうため、

1.

ロータリーの精神を学んでもらうのです。そのため

南投ＲＣに２人目の地区ガバナーが生まれます。

葉氏（Bed）が 2020-2021 年の 3462 地区ガバナ－

には、奨学生とクラブが良好な関係を築けるかが重

候補（DGND）に選出されました。1993-1994 年の

要なカギとなります。
（公財）米山記念奨学会では、

陳氏（Cement）以来 27 年目の DG という事になり

カウンセラーの皆さんに「自分の子どもや孫が海外

ます。同時期、台湾で国際大会が開催されるようで

に留学したら、現地の大人にどんな風に接してもら

すので、シスタークラブとしても特別な企画を考え

えたら嬉しいだろう」と考えながら奨学生と接して

る必要が出てきそうです。

欲しい、と言っています。これは、米山氏が生前よ

2.

南投ＲＣは、日本に２つの姉妹クラブを、また

く口にした「何事も人々からしてほしいと望むもの

国内でも台北（新北）
、高雄、そして台中と人口２５

は、人々にもそのようにせよ」 という言葉と同じで

０万人以上の大都市部に友好クラブを持っています。

あり、ロータリーの思いやりの精神そのものではな

大宮西ＲＣも国内外を問わず、友好クラブを増やし、

いでしょうか。今年もマレーシアからナジム君が来

クラブ活性化を図る道もあるのではないでしょうか。

ましたが、クラブの全員がそんな気持ちで接してい

若きロータリアンに委ねたいと思います。

ただけたら、クラブの米山事業が成功につながるか
と思います。出向者としてできるだけクラブに持ち
帰るものを、と考えていますが、クラブの米山事業

地 区 出 向 者 報 告

を成功につなげるため今以上に多くの情報を集めて
くるつもりですので、機会があればまたご披露した
いと思います。

米山記念奨学増進委員
藤嶋 剛史

会員

ク ラ ブ 協 議 会
本年度、地区米山記念奨学増進委員会に出向してお
ります。委員は米山月間になると奨学生の卓話に同

2018－2019 年度 会長

行して寄付金を募る卓話を行うのですが、あるクラ

新井 清太

会員

ブで 3 年未満の会員が増えたので米山とは何かを徹
底的に話して欲しい、と例会 4 日前に言われてしま
いまして、こちらが教えて欲しいくらいでしたが猛
勉強して臨みました。しかし考えてみると当クラブ
の方が 3 年未満の会員がはるかに多いと思いますの

次年度方針発表

