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会長 小木曽 賢己
皆さん こんにちは。毎
日猛暑が続いております。
危険な暑さという発表が何
か実感できるような、とに
かくこまめに水分をとり、
凌ぐしかないのかなと思い
ます。皆さまもくれぐれも
お身体ご自愛ください。
本日はお客様として、大宮北ロータリークラブ
さんから、林会長、伊藤幹事さんがお見えです。
お忙しい所大変ありがとうございます。後程ご挨
拶を頂きたいと思います。
さて、今週８日１１時、大宮市営球場において
ろう学園の野球全国大会の開会式が行われます。
是非ご参加をお願い致します。
又、今月１７日にはカナダからの交換留学生
「ソフィア」さんが来日します。歓迎のお迎えを
よろしくお願いいたします。尚、派遣いたします、
「小船菜子」さんは翌日の１８に日本を離れ、１
年間の留学に出発の予定です。
さて、今月は会員増強・拡大月間です。当クラ
ブも３年後に１５０名会員を目指しており、今年
度１０名の増員を計画しております。そこで、吉
田増強部門委員長に続き、当クラブが１０年前、
飛躍的に会員増員を成し遂げたきっかけを作ら
れた高橋誠一パスト会長に卓話をお願いしたい
と思います。何故増強が必要なのか、今一度全員
で思い起こして行動していただきたいと思いま
す。
先週土曜日に地区の増強と公共イメ―ジの合
同セミナーに参加しましたが、当クラブ会員数は
現在１１８名で地区内トップですが、浦和さん１
１３名、川口さん１００名、越谷さん９６名と増
強を頑張っているクラブさんがあります。
皆さんもよろしくお願いします。
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●「地区の歩みⅢ」が発刊されました。当クラブ
の大ベテラン、大竹庄藏会員の書かれた記事が、
11 ページに渡り巻頭を飾っております。お持ち
帰りいただき、ぜひじっくりとお読みください。
●地区大会ゴルフ大会が 10/7（月）に開催されま
す。当クラブの 10 月第一例会と重なっており
ますので、皆様に広く参加を募るという形では
ありませんが、後日ご案内させていただきます。
●8/10～14 まで、事務局が夏季休暇により不在と
なります。
以上、よろしくお願いいたします。

伝統の上にも新しいクラブ創りへの挑戦
事務局：さいたま市大宮区桜木町1-11-2 YK-12ビル4F
TEL.048-871-8881 FAX.048-871-8882
E-mail：west@rc-omiya-west.com HP : http://rc-omiya-west.com/

お 客 様 ご 挨 拶
大宮北ロータリークラブ
会長 林 雅之 様
幹事

伊藤 健善 様

大宮西ロータリークラブの皆さま、こんにちは。
不肖の子クラブである大宮北ロータリークラブ
第 48 代会長、林雅之です。会長の小木曽賢己様、
幹事の藤嶋剛史様、ご就任おめでとうございます。
すでに始まっている会長幹事会では、小木曽様、
藤嶋様には大変お世話になっており、本日は輝け
る年度の例会ということで、当クラブ幹事の伊藤
共々お邪魔させていただきました。
さて、ご挨拶ということですので、当クラブの
現状を少々お話させていただきたいと思います。
新年度開始時の会員登録数は 17 名であります。
当クラブの活動内容は中山道みやはらまつり、宮
原駅西口のキータ祭りといった地域の祭りへの
主体的な参加とひまわり学園への梨狩り招待な
ど熱を入れている社会奉仕事業を通じて、ロータ
リアン自身が汗をかき、クラブ一丸となってロー
タリー活動について地域に発信していく所存で
す。会長、幹事として押し出してくれたクラブの
先輩ロータリアンの期待に応えるべく、同じ第 4
グループの皆さま、何より親クラブである大宮西
ロータリークラブの皆様の活動に学びながらク
ラブを活性化してまいりたいと思います。
結びに大宮西ロータリークラブの皆様にとって
実り多い 1 年となるよう祈念しつつ、ご挨拶とさ
せていただきます。本日は誠におめでとうござい
ます。

委 員 長 報 告
女子部会
福田 和子 会員

◆女子部会の趣旨について
・地域のために(外の奉仕)
・クラブ内の懇親･奉仕など(内への奉仕)
◆本日の大宮駅前早朝清掃のご報告(16 名参加)
◆次回早朝清掃のご案内 9/2(月)6:30 より

誕生日祝い 8 月生まれ
榎本貞寿(3 日)、田口修身(8 日)、川鍋一夫
(9 日)、土屋隆弘(15 日)、髙橋秀樹(20 日)、
竹内雅人(27 日)、横田慶介(29 日)、小林政良
(31 日)各会員

お誕生日おめでとうございます
8 月誕生日の代表スピーチ
田口 修身 会員

ロータリーの友の解説
雑誌・会報委員会
委員長 横溝 一樹 会員

【横組み】
p.3:マーク・ダニエル・マローニーRI 会長メッセ
ージ。8 月は会員増強・新クラブ結成推進月間と
いうことでそれに添った内容となっています。
p.8:特集「クラブを活性化させる同好会」内で、
当大宮西 RC「女子部会」の大宮駅早朝清掃活動の
様子が紹介されています。
p.14:大幅な会員増強を果たした高崎 RC の現状に
ついての記事。
p17:ハンブルグ国際大会の紹介と参加者からの
投稿。
p.32:10 月 24 日の世界ポリオデーに向け、2018〜
19 年度に行われたポリオ根絶のためのイベント
紹介記事。
【縦組み】
p.9:この人訪ねて
元 NHK 局員として NHK 特集「江夏の 21 球」の企
画・演出や「クローズアップ現代」などを手がけ、
現在は舞台芸術プロデューサーとして活躍する
宮崎 RC の佐藤寿美(としみ)会員の紹介記事です。
p.16:
福島県富岡町の富岡 RC と埼玉県杉戸 RC とが、苦
難を乗り越えこの 4 月に友好クラブ締結調印式を
行なった、という投稿記事です。

会 員 卓 話
会員増強維持部門
委員長 吉田 奉行 会員

皆さん、こんにちは。会員増強維持部門委員長
の吉田でございます。先ほど小木曽会長からは趣
旨説明とのことでしたが、趣旨説明というよりは
私からはお願いという形をとらせていただきた
いと思います。会員数が 100 名を超えて、ここ数
年間はなかなか増強が上手くいっていません。
10 名くらいずつ入ってきていただいては残念な
がら同数くらいが退会されてしまうということ
を、ここ数年の間繰り返しているかと思います。
3 年後には 150 名ということで今年の目標が 10
名の増加ということを会長の方から目標として
かけられていると思います。この後、高橋誠一会
員増強維持シニアアドバイザーからお話があり
ますので、そのお話を参考にして 10 名とはいわ
ず 20 名程度入会していただければと思います。
是非、ご協力の程よろしくお願いします。
ありがとうございました。

会員増強維持
シニアアドバイザー
高橋 誠一 会員

皆さんこんにちは。全英女子オープン優勝の渋
野選手すごいですね。プレイはもちろんですが、
度胸がすごい。あの度胸が今回の結果に結びつい
たのだと思います。彼女も“できたらいいな”と
いう感覚かもしれませんが、優勝しようという気
持ちがあったと思います。やはり何事も目標設定
しないと達成は出来ないということです。
今やらなければいけないことはたくさんある
と思います。私の友人が入っている沖縄の浦添ロ
ータリークラブは、37、8 名の会員のうち女性と
男性が半々くらいでここ数年は女性が会長だそ
うです。大宮西も女性会員が少しずつ増えてきま
したが、執行役員の中にひとりもいないのはどう
かと思うのです。毎回少なくともひとりは入れ
て、女性も頑張っているとなれば、女性が女性を
紹介してくれると思うので、来年には倍くらいに
なるだろうなと思っています。
10 年位前に私が会員増強で 40 名を 80 名にす
るぞと言った時、話はしらけましたが、やろうと
言ってやったら本当に出来た。その時私は目の前
にいる大竹さんと林先生に「ここにいらっしゃる
だけで会がすごくレベルアップするのでお二方

は出席していただくだけで結構です。会員増強は
一切、私がやります。」とお願いしました。ここ
にいるその他の人全員が今年中にひとりは紹介
して下さい。東京ロータリークラブは会員 300 名
以上、高崎ロータリークラブは 139 名、うちは 118
名。まずは北関東でトップになりましょう。それ
には 150 名突破すれば出来る。が、これはあまり
にも低い目標設定なので 120 名の半分の 60 名増
やしましょう。来年また 60 名入れれば 240 名は
すぐです。最低でも 200 人突破しましょう。これ
は難しいことではありません。「やろう」と思う
気持ちひとつです。絶対に増やして、埼玉で、北
関東で№1 になり、その後東京を抜こうと思って
います。皆さん、やりましょう。やれるんです、
この会は。120 名もいるのですから確実に出来る。
ここのところ続けて紹介してくれる人達も含め
て、12 月までに必ずひとりを紹介していただきた
いと思います。そして埼玉の中で断トツに有名な
大宮西ロータリークラブにしようではありませ
んか。皆さん、是非、よろしくお願いします。
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日頃、ロータリー活動をしていると「大宮西さ
んはすごいねえ」と言われます。「なんで？」と
聞くと会員の増強が異常だとまで言われます。
でも私は維持はどうなんだろうと考え込んでし
まいます。維持をするためには、会員相互の接点
が少なすぎます。これから紹介をするリリマリの
活動などに一緒に参加することは会員相互の親
睦に繋がり、ひいては会員の増強まではいかなく
ても維持には役に立つのではないかと思います。
～ Lily & Marry's（リリマリ）とは ～
埼玉ガールズ集団「Lily&Marry's（通称:リリマ
リ）」自らを“地域活性化モデル”と呼び、精力
的に活動していきます。「キレイ・カワイイ」だ
けでなく、泥だらけになって汗をかく仕事も行っ
ていきます。
Lily･･･ユリの花（華麗な女性らしさ）
Marry･･･結婚（男女ではなく【繋げる】という
意味）
地域と人を繋げるパイプのような意義のある団
体を目指しています。

清掃活動実施報告

女子部会

ロータリーの友 8 月号 8 ページ
女子部会清掃の記事が掲載されてます。

今回は、松本会員の小学 3 年生
の息子さん 松本 祐汰(ゆうた)
君が協力してくれました！
今後とも続けて参ります。

大宮ろう学園 野球部
7 月 26 日(金)に小木曽会長と荒井社会奉仕委員長
が、8 月 8 日(木)より開催される関東聾学校野球
大会で使用していただく品を寄贈するため、大宮
ろう学園を訪問しました。

ウォータージャグ
クーラーボックス
スポーツドリンク 500 本

開 会 式

植栽の中にまで
たくさんのペットボトルや
空き缶が･･･

参加された皆様、おつかれさまでした！
次回清掃は 9/2(月)6:30～
ご参加の方は軍手･ゴミ袋ご持参下さい。
お待ちしております！

決勝戦で立川ろう学校に 13 対 5 で惜敗。
選手達は悔し涙を流していました。

