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新井 清太

西日本豪雨災害に関して
ですが、地区の支援方針も
固まったということもあり
ますので、クラブとしても
緊急支援として動きたいと
思います皆様のご協力をお
願い申し上げます。詳細は後ほど幹事よりご連絡
致します。
こうしている間も西日本では復旧活動が行われ
ているということを忘れずに、本日もしっかりと
例会を行いたいと思いますので宜しくお願い致
します。
今月は地区の各部門セミナーが開催されてお
り、担当部門の方に出席して頂いておりますが、
報告のほうは次週の例会を予定しております。
皆様も何処かで耳にしたことがあると思います
が、ＲＩでは新しいグローバル広告キャンペーン
を立ち上げました。
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ローバル広告キャンペーンを立ち上げました。
広告はロータリーのウェブサイトのブランドリ
ソースセンター（www.rotary.org/ja/brandcenter）
でダウンロードできます。
また、世界各地のクラブが一貫した、説得力のあ
るストーリーを発信するために、素材の活用法、
カスタマイズの方法についてのガイドラインも
入手できます。
これは、年度計画書 17 ページの大宮西ロータリ
ークラブ戦略計画の年次目標にもなっておりま
すのでご確認下さい。
ということで、マイロータリーへの登録がまだの
方はあわせてお願いしたいわけですが、クラブへ
登録したメールアドレスでないと登録できない
ようですので、メールアドレスの変更・確認が必
要な場合は事務局までお問い合わせ下さい。

ロータリーの目的・４つのテスト
＜本日のリーダー＞
青少年奉仕部門 部門委員長
山崎 一祥 会員

―以下マイロータリーより―
ロータリーという名前を耳にしたことのある
人は多くても、ロータリークラブの活動内容を理
解している人は、実はほとんどいません。世間の
人びとの 35％が、地元のクラブも含めて、ロータ
リーのいかなるプログラムについてもあまりよ
く知らないというのが現実です。そのため、ロー
タリーは「世界を変える行動人」という新しいグ

ロータリーの旅を楽しもう！
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/

幹 事 報 告
幹 事
新藤 栄介 会員

地区より【西日本豪雨災害義捐金】の募金依頼
が来ております。会員一人当たり 1000 円以上で
お願い致します。各テーブルに封筒を用意させて
頂きましたので、善意のほど宜しくお願い申し上
げます。
【地区大会記念ポリオ撲滅チャリティーゴル
フコンペ】
の案内が来ております。
10 月 15 日(月)、
場所はプレステージカントリークラブとなりま
す。申込み締切りが 8 月 10 日です。参加希望者
はお申し出ください。
本日ボックス投函させて頂きました三通の書
類について
➀中川ガバナー公式訪問例会のご注意
前回に引き続きのご案内です。２週間後はガバ
ナー公式訪問です。全員参加を重ねて宜しくお
願い致します。
②ハイライトよねやま
私共の 2770 地区の寄付額が全国第三位という
記事が出ております。日本は 34 地区に分かれ
ておりますので、34 分の３位ということになり
ます。
③８月例会予定表
事務局のお盆休みを 13 日（月）～16 日（木）
の 4 日間といたしました。
本日例会終了後に役員会が御座います。

地区ＲＹＬＡ委員会
坂本 哲朗 会員
委員会出席報告
4/13,14,15 屋久島

会員増強維持委員会
委員長
池田 進 会員
8/20(月)
「会員増強維持担当例会」
開催のご案内

退 会 ご 挨 拶
重松

高浩

会員

本社にご栄転
今後のご活躍を祈念いたします。

米山功労者感謝状贈呈
第 13 回 米山功労者
高橋 誠一 会員

委員長報告･派遣役員報告
社会奉仕委員会 委員長
荒井 理人 会員
7/4(水) 鉄道博物館
「リニューアルオープン式典」
出席報告

委 嘱 書 授 与
ＲＬＩディスカッションリーダー

内山

泰成

会員

イニシエーションスピーチ

での買い物など、きめ細かくマイルのたまるカード
を利用すると１年でビジネスクラスや場合によって
はファーストクラスで海外旅行に行けるくらいには
なります。ただし、実際に予約できるかはかなりテ

柚木

馨 会員

クニカルになりますが、それもまた楽しいものです。
自己紹介は、これくらいし、次に今回の西日本大
洪水で実際に見た事、感じた事についてお話させて
いただこうと思います。冒頭申しましたように私の
出身は、今回、大被害があった広島県三原市です。
実際、ふるさとに帰ってびっくりしました。私はも
うすぐ６０歳になりますが、いまだかってこのよう

久保

浩 会員

なことはありませんでした。埼玉にも荒川や利根川
がありますが、そのような大きな川が決壊するとい
うのではなく、水があふれ、広範囲にわたり家や車
が浸水した、山が崩れた状態かなと思います。そこ
に、断水、停電、暑さが加わり、復興に携わってい
る人は、本当に大変な状況の中、頑張っておられま
す。頭が下がる思いでいっぱいです。自衛隊の方々

瀬戸本 一雄 会員

は、テントでキャンプなので、水もない中、復興活
動をされています。今年の暑さは半端ではなく、感
謝しかありません。
また、今回の大雨では、緊急避難指示が出ましたが、
実際高齢者が独力で、避難所に行くことは、相当な

皆さんこんにちは。むさし証券の瀬戸本です。

困難を伴うことも実感した次第です。

今回このような機会を与えていただいたので、三点

最後に、田舎なのかもしれませんが、近隣のコミ

お話をさせて頂きたいと思います。第一点として簡

ュニティーには、本当に助けられました。私の親は

単な自己紹介、第二点として西日本大洪水で感じた

すでに８５歳を超えていますが、水や食べ物を近所

こと、最後に私の勤務するむさし証券の宣伝です。

の人たちが心配してくれ、一週間買い物の必要はあ

まず自己紹介ですが、生まれは１９５８年９月、

りませんでした。今の自分を振り返ってみて、同じ

出身は広島県三原市です。まさに今回の大洪水の被

ことができるかいささか心持たない気がしますが、

災地です。今月の三連休にいてもたってもいられず

助け合いの気持ちを忘れないよう、これから心がけ

帰省しましたが、実際に見たもの、感じたことは後

ていきたいと感じた次第です。

程、お話させていただきたいと思います。

最後に少しだけ、今私の勤務するむさし証券の宣

経歴については、今のりそな銀行に入行し３０年

伝をさせて頂きます。ちょうど今年１００周年を迎

勤務し、８年前に縁あって今の会社に参りました。

えます。５つの証券会社が一緒になり、今に至って

銀行に３０年、証券に８年勤務したことになります。

います。もともと、日本橋が本社でしたが、８年ま

結果として、広く金融に携われた事になり、少しは

え熊谷の武蔵証券と合併する際、今の大宮桜木町に

幅が広がったかなと思っています。

本社を移転しました。当初、本社を日本橋から大宮

趣味についてですが、大学時代は書道部で４年間

に移転すると聞いたときは、奇異な感じがしました

過ごしました。風香先生のように芸術として書を極

が、今となっては大正解であった思います。支店は

めるとか、自信があったわけではなく、目的意識が

全部で２４支店ありますが、県内に１５支店となっ

あったわけではありません。ただ、家内と書道部を

ています。今後とも埼玉のむさし証券として、地域

通じて知りあったという事です。

とともに発展できれば、なりよりだと考えています。

現在の趣味ですが、御多分にもれずゴルフは仕事

私は渋谷様のご紹介により、この大宮西ロータリ

の延長線かもしれませんが、やっています。腕の方

ークラブに入会させていただき、今月で丁度１年に

は決してうまくはありません。それから、マイルを

なります。まだまだ至らない事だらけではございま

使った旅行にはまっています。いかにマイルを効率

すが、少しでもお役にたてる２年目になるよう頑張

的にためるかを考えるのは楽しいものです。公共料

っていこうと思います。どうか今後とも、よろしく

金だけでなく、ふるさと納税、歯の治療代、コンビ

お願いいたします。

ロータリーの友の解説
公共イメージ向上委員会
委員長
川井 理砂子 会員

ク ラ ブ 協 議 会
2017-2018 髙橋年度 幹事
染谷 義一 会員
決算書説明

2018-2019 新井年度 会長
新井 清太 会員
予算書説明

