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会 長 あ い さ つ
「73 回目の暑い夏」

会 長

新井 清太

さいたま商工会議所青年
部 会長 村上武白様、専務
理事 鎌田泰丈様、本日は
ありがとうございます。
さいたま YEG さんは現在
会員数 481 名という大所
帯であり、もちろん全国一
の規模を誇る組織になります。それに比べれば
我々はまだまだということであります。
また岩槻東ロータリークラブパスト会長の阿
津澤清様と、2017～2018 年度交換留学生 稲山竜
也君ようこそお越し下さいました。稲山君は昨年
清水ガバナー補佐年度で第 4 グループとしてフラ
ンスへ派遣した留学生であり、我々も第 4 グルー
プの一員として陰ながら支援させて頂いた関係
で、本日は帰国報告にわざわざ来てくれた訳です。
一年間ご苦労様でした。
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つい引き込まれ、全く関係のない学校なのにハラ
ハラドキドキ手に汗握って応援してしまいます。
何故これほどまで彼らのプレーに魅了されるの
か、不思議に思うと同時にこれこそが「インスピ
レーションになる」ということではないかと思い
ました。
彼らのはつらつとした姿、感動的な涙をみて、自
分も負けないようにもっと頑張ろうと思うわけ
ですが、間違いなく今の自分とっては甲子園の球
児たちがインスピレーションです。

ロータリーの目的・４つのテスト
＜本日のリーダー＞
公共イメージ向上部門 部門委員長
井上 勝美 会員

お客様紹介

小木曽 賢己 会長ｴﾚｸﾄ

さいたま商工会議所
青年部 会長
〃

専務理事

さて先週の 8 月 15 日は 73 回目の終戦記念日で
ありました。
当時の日本に思いを馳せながら、8 月に限らず平
和について継続して考え行動していくことが大
切だと思います。

岩槻東ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ ﾊﾟｽﾄ会長

今、甲子園では全国高校野球選手権が開催され
ています。今日は準決勝が行われていますが、連
日の好ゲームに大興奮しています。鍛え抜かれた
選手たちの力と力のぶつかり合い、一球一球真剣
勝負の緊張感、負けたら終わりのトーナメント形
式の厳しさ、思いもよらない劇的な幕切れについ
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㈱吉田工務店 代表取締役社長

吉田 浩士 様

㈱カバサワ

上中 啓史 様

代表取締役
代表取締役

㈲石澤建設興業 専務取締役
鳥居観光㈱

代表取締役

㈱ぶぎん地域経済研究所 社長
㈱青田鉄工所 ㈱ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾗｲﾝ

ロータリーの旅を楽しもう！
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青少年交換留学生 稲山竜也君のホストクラブか
ら代表としてお越し頂き、ご挨拶いただきました。
阿津澤様、ありがとうございました。

青少年交換留学生報告
2017-18 年度
青少年交換留学生
いなやま

稲山

幹 事
新藤 栄介

会員
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さいたま商工会議所青年部 村上会長はご挨拶の
中で会員増強の３つのポイントとして、
①各メンバーが自分のクラブを好きになること
②新入会員を育成すること
③団体のブランド力向上につとめること
を挙げていらっしゃいました。
大変ためになるお話をありがとうございました。

阿津澤

幹 事 報 告

●例会前に開催しました理事会において、家族会
員制度が承認可決されました。
本日は会員増強維持委員会の担当例会です。会員
拡大のために家族会員制度へのご協力もお願い
致します。
●【経営勉強会】が部会申請され、こちらも承認
可決されました。
●本年度の青少年交換留学生、
星楓子さんが 15 日
（水）にフロリダ 6900 地区に向かって旅立って
行きました。
●受け入れ交換留学生、Zoe（ゾ―ィ）さんも 18
日（土）に無事に来日して成田空港までお出迎え
して来ました。本日は、山崎青少年部門委員長、
福田青少年交換委員長、田口カウンセラーの３名
が、Zoe さんの受け入れ先である国際学院高等学
校に同行して頂いております。
●年度計画書の会員名簿の誤字修正シールを用
意しました。手持ちの年度計画書の修正を宜しく
お願い致します。

委 員 長 報 告
会員研修委員会 委員長
小沢 孝 会員

た つ や

竜也 君

「ボンジュール！」
流ちょうなフランス語で
始まるご挨拶とともに注
目を集めたのは、稲山君
が着用していたポップな
ジャケットです。これは、
各地区ロータリークラブ
を訪問の際に交換したバ
ッチ、バナーをつけたも
のだそうです。稲山達也
君の今後のご活躍を期待
します！

9/28(金)開催
ＲＬＩ及び
新人会員研修についてのご案内

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)、小林正政(31 日) 各会員

歓迎

例会主題

青少年交換留学生

「ロータリーを通じて仲間となり、

仕事のパートナーへ」
会員増強維持委員会 委員長
吉田 奉行 会員

青少年交換留学生
ゾーィさん
小柄で可愛らしいアメリカ人です。
8/18(土)成田に到着しました。
9/10(月)

ウェルカム夜間例会
皆様、ご参加下さい。

『奉仕団体であるロータリークラブ。その中で役
職を積極的に引き受けるなどして人の輪を広げ
ていくと、ときに予期せぬ形でビジネスパートナ
ーが現れることがある』
。例会主題として、吉田委
員長より、実体験に基づいたお話がありました。
情報交換会への積極参加についても、呼びかけが
ありました。

ロータリーの友の解説
公共イメージ向上委員会
副委員長
小岩 淳一 会員

横組み P.7 ＜会員増強の可能性について＞
横組み P.16 女性ロータリアンの「会員増強・維
持のワケ」本日の例会テーマにもそった内容とな
っており、是非ご一読下さい。
横組み P.24 「全国ロータリークラブ野球大会」
についての記事が掲載されています。
もしチームが作れたら、我がクラブでも是非大会
に参加したいです！

