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会 長 あ い さ つ
「アジア大会」

会 長

新井 清太

アルソックの伊藤様よう
こそお越し下さいました。
後ほど入会式を行いますの
で宜しくお願い致します。
また、アメリカからの交換
留学生ゾーィさんようこそ
日本へ！存分に日本を楽し
んで下さい。一年間宜しくお願いします。そし
て今年度派遣生のお母さんでゾーイさんの第 1
ホストファミリーでもあります星様本日もあり
がとうございます。会員の皆様もホストファミ
リーについても含めてご協力をどうぞ宜しくお
願い致します。
さて、インドネシアで連日熱戦が繰り広げら
れていますアジア大会ですが、昨晩は男子 100
メートル決勝がおこなわれ、日本の山県選手が
銅メダルを獲得しました。10 秒 00 と銀メダル
の選手と同タイムでありその差は何なのだろう
と思いましたところ、公式記録は 10 秒 00 です
が正確には 9 秒 997 であり、2 位の選手は 9 秒
995 という僅差であることがわかりました。
1000 分の 1 秒単位の争いであったことに改めて
感心しましたが、実は既に 10 秒の壁を切るタイ
ムで走っていたことに 2 度驚きました。
一方では男子バスケットチーム代表選手の不
祥事がニュースで報道され、誠に残念なことで
ありました。そもそもアジア大会は 1951 年に始
まったということですが、当初敗戦国でもあり
事実上アジアの国々を巻き込んで戦争した日本
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を出場させるかどうかという議論があったよう
です。そこで当時の日本選手団がフェアープレ
イ精神を発揮しそれが認められ今日があるわけ
です。
そのような歴史の観点からも決してあってはな
らない行動であるということが言えるでしょ
う。また、記録とかメダルの数よりもアジアの
一員として日本がどのようにあるべきかが重要
な大会であると思います。
そのようなことも踏まえつつ、全力で競技し
ている選手たちを純粋に応援してまいりましょ
う。

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

お客様紹介

伊田 雄二郎 副会長

＜本日の入会者＞
綜合警備保障㈱埼玉中央支社
伊藤 陽介 様
＜第 1 ホストファミリー＞
星楓子さんお母様
星 史 様
＜青少年交換留学生＞
ゾーィ・パーディス・ステファンス さん
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入 会 式
＜紹介者＞
大熊 雄喜 会員
＜入会者＞
綜合警備保障㈱
埼玉中央支社
伊藤

陽介 様

私にとって初めてのロータリークラブ入会と
なります。出身は北海道ですが、長く暮らしてい
たのは隣町の上尾であり、
「帰ってきた」との思い
があります。地域社会のため、微力ながら尽力し
ていきたいと思います。

●次週 9 月３日の例会は、浦和北東 RC 星野和央
様をお呼びして［ロータリーの友について］の卓
話をお願いしております。年度計画書をお持ち下
さい。

委 員 長 報 告
インターアクト委員会
委員長
横溝 一樹 会員
地区大会出席報告

国際奉仕委員会 委員長
永井 博 会員
委員会開催のお知らせ
(例会終了後)

幹 事 報 告
青少年交換留学生 紹介
幹事
新藤

栄介 会員
青少年奉仕部門
部門委員長
山崎 一祥 会員

●大貫年度のガバナー月信 Vol.13 最終号 4 頁
我らが清水恒信パストガバナー補佐の、第 4 グル
ープ IM 報告が掲載されております。そして 20 頁
に 5 回目の米山功労者として大竹先輩の顔写真が、
21～22 頁の新入会員の欄に当クラブの 6 名の新
入会員の顔写真が掲載されております。
●中川年度のガバナー月信 Vol.02 9 頁 7 月 7 日
に行われた管理運営部門の部門セミナー報告書
の写真に、会長・幹事そして当日のスタッフとし
て竹内会員が掲載されております。
●ネームボックスに家族会員規程を入れさせて
いただきました。
●本日の例会次第はイニシエーションスピーチ
です。柄崎会員と岡部会員のお二人にお願いして
おります。 また、竹内会員から特別卓話がありま
す。例会終了後に役員会が御座います。

皆様、既にご存知の事と思いますが、先日アメ
リカからの交換留学生ゾーィ･パーディズ･ステ
ファンスさんが来日致しました。
アメリカ 6900 地区 Decatur RC より派遣され
てきました 15 歳の女の子です。
本日は彼女を紹介するとともに、本人から簡単な
挨拶を頂きたいと思い、ここに来場頂きました。
ニックネームのゾーィちゃんと覚えて頂けたら
幸いです。何卒、宜しくお願い致します。

ゾーィさん ウェルカムパーティー
９/10(月) 例会 18:00～18:30
歓談 18:40～20:30
パレスホテル 4 階 ローズルーム

イニシエーションスピーチ
青少年交換留学生
ｿﾞｰｨ･ﾊﾟｰﾃﾞｨｽ･ｽﾃﾌｧﾝｽさん

はじめまして。交換留学生のスティーブン･ゾ
ーィです。アメリカのジョージア州アトランタか
ら来ました。高校一年生 15 歳です。家族は、父と
母と兄の 3 人で、犬を 2 匹に猫を 1 匹飼っていま
す。父は心理学者で母はタスクフォースフォーグ
ローバルヘルスで働いています。兄は 20 歳でフ
ロリダに住んでいます。
ジョージア州は人口約 600 万人で、私の町アトラ
ンタは、コカコーラ発祥の地であり、1996 年にオ
リンピックが開催された事で有名です。
大宮西ロータリークラブの皆様、私のホストをし
て下さいましてありがとうございます。
私は日本の学校へ行くのがとても楽しみです。東
京やお花見、カラオケなど興味のあることがいっ
ぱいです。また、歴史が好きなので、日本の文化
や歴史についても、もっと学びたいです。私はギ
ターを弾く事、歌う事、泳ぐ事も大好きです。ミ
ュージカルもよく見に行きます。アメリカの学校
では合唱部に入っています。日本の学校でも部活
に入って友達をたくさん作りたいです。そしても
っと日本語を上手になりたいです。
これから 1 年間どうぞ宜しくお願いします。

ポール･ハリス･フェロー
認証状および認証品授与
ポール･ハリス･フェロー(8 名)
浅間重行、冨加見俊彦、竹内雅人、関根正美、
齊藤政春、佐藤真義、山田修、海保邦男 各会員
マルチプル･ポール･ハリス･フェロー
マルチプル 1 (17 名)
川村郁夫、川鍋一夫、新藤栄介、結城剛、
新見和男、新井清太、中村健一、鈴木恭二、
池田進、冷牟田正見、新城盛辛、田口修身、
小木曽賢己、金田敬次、中谷輝彦、田村戸一
吉田奉行 各会員
マルチプル 2 (1 名)
新藤信夫 会員
マルチプル 6 (2 名)
清水恒信、中村雅之 各会員
マルチプル 7 (2 名)
斎藤實、荒井伸夫 各会員

柄崎

隆志 会員

皆さんこんにちは。簡単に自己紹介をします。
１９６４年生まれ、福井県出身の現在５３歳です。
「刀の“ツカ”の柄崎」と覚えて頂ければ幸いで
す。福井県といいますと東尋坊や永平寺が有名で
すが、最近は、世界三大博物館と言われている福
井県立恐竜博物館や、天空の城で有名になりまし
た越前大野城等があります。また、現在放送され
ている、チアダンスをテーマにしたドラマの舞台
となっているのが福井県です。また、都道府県の
幸福度ランキングでは 3 回連続して総合 1 位とな
っており、
“働きやすく、住みやすい県”というこ
とで評価されているようです。
“日本のブータン”
とも呼ばれているようです。
会社の話をしますと、昭和 62 年に NTT に入社
しました。入社した頃は黒電話やショルダーフォ
ンやポケットベル等がありましたが、インターネ
ットとスマートフォンが爆発的に普及し、ここ十
数年で劇的に変わったなぁと実感しています。今
では AI スピーカーのような人工知能がネットワ
ークを繋いでくれる時代になりました。将来、AI
や IOT、それからドローンや自動運転等の技術革
新によって社会インフラが飛躍的に発展するだ
ろうと期待されており、そのインフラを支える電
気通信サービスは益々重要になるだろうと思っ
ています。
プライベートですが、休日は自転車に乗ったり、
登山をしたりして体を動かしています。“人力で
移動できる、地上最速の乗り物”という言葉に惹
かれ、10 年程前にロードバイクを買いました。
現在は、ロードバイクとクロスバイクと折り畳み
自転車を持っており気ままに乗り回しています。
特に土日の都内は、渋滞無く移動できるので、折
り畳みを担いでぶらぶらと散策しています。近い
所では浅草やお茶の水界隈を散策したり、遠い所
では三浦半島の三崎港や横須賀界隈を散策した
りしました。一番思い出に残っているのは 1 泊 2
日で鹿島神宮と香取神宮に参拝したことです。当
初、千葉駅まで輪行して、千葉駅から銚子まで自
転車で移動し、犬吠崎で一泊して、翌日鹿島神宮

に行く予定だったのですが、「ご利益が倍増する
から香取神宮も一緒に参拝した方がいいよ」と言
われ、香取神宮も一緒に参拝してきました。鹿島
神宮は関東地方で一番古く、格調のある神社で、
関東随一のパワースポットでもありますので、行
かれたことの無い方は、一度、鹿島神宮と香取神
宮を一緒に参拝されては如何でしょうか。
埼玉県も自転車王国として PR していますので、
ヨーロッパのように自転車の似合う街並みが一
日でも早く整備されることを楽しみにしていま
す。以上です。ご清聴ありがとうございました。

岡部 勉

会員

皆さんこんにちは。本年度藤嶋 SAA のもと副 SAA
を仰せつかっております(株)グッドジョブの岡
部勉と申します。この大宮西ロータリークラブに
は昨年の 6 月にウチヤマ建設内山社長様と荒井設
計荒井社長様のお誘いを頂きまして入会させて
頂きました。内山社長様のご子息様と荒井社長様
とは、さいたま商工会議所青年部(YEG)で一緒に
活動しておりました。出身は西区土屋で現在は長
男高校１年生と長女中学１年生と嫁の４人家族
で西区三橋 6 丁目に在住しております。
地元の小、
中、高を卒業しまして当時は車が好きだったもの
ですから自動車整備士の専門学校に進学し卒業
後、ホンダのディーラーに整備士として就職しま
した。整備士として４年間勤めた後に 7 年間営業
マンとして今現在、新都心にありますホンダに 11
年間在籍しておりました。その後、今に至ります
(株)グッドジョブを創業しました。私の仕事はわ
かりやすく言うとお掃除屋さんと言っておりま
す。ハウスクリーニング、店舗や企業のお掃除、
マンション、アパート、ビルの共用部清掃、空室
のクリーニング、新築住宅や新築ビルの引き渡し
クリーニング、学校や病院、商業施設などにもお
取引させて頂いております。お掃除に関すること
はフルカバーで対応しております。もちろんご自
宅のお風呂や換気扇 1 台からもお掃除させて頂い
ております。この暑い季節になりますとエアコン
お掃除のご依頼も多くなります。またここ近年、
遺品整理のお仕事も多く、テレビに出るようなゴ
ミ屋敷の片付け、また孤独死などの現場の片付け

から原状回復工事まで施工させて頂きます。当社
ではオゾン脱臭の機械を使用してかなり強力な
消臭を行うことができます。ホテルや病院などの
除菌消臭にも使用しています。企業や店舗など喫
煙ルームのたばこのニオイも一発で消えてしま
うほどです。ペットのニオイなど生活臭、車の中
のニオイにも効果がある機械ですので、気になる
方がいましたらぜひお声掛けください。わたしの
会社は 2003 年平成 15 年１月 1 日に創業しまし
た。お掃除屋さんポイ名前をつけたくなくて社名
に悩んでいる時にテレビでやっていた大リーグ
の試合の中で『ぐっじょぶ』とプレーヤーが言っ
ているのを見て、これだってひらめきました。い
い仕事をしたら『ぐっじょぶ』って言ってもらえ
る会社にしようと思って社名にしました。会社案
内がありませんので、代わりに皆さまのお席に名
刺をおかさせていただきました。名刺の左上にあ
ります、当社の『いいね』マークは皆さんもよく
ご存知のフェイスブックの『いいね』マークによ
く似ていますが、フェイスブックのマークザッカ
ーバーグさんは 2004 年平成 16 年に創業したわけ
ですので、
『いいね』マークは私のほうが 1 年早く
つけているんです。真似した?なんて言いたいこ
とはありますけども敵う相手ではないので、私は
このさいたま市で『いいね』と言ってもらえるよ
うに社業にまい進していきたいと思います。最後
に、このイニシエーションスピーチのお話が来た
時にイニシエーションってなんだろうって調べ
ましたら『通過儀礼』って書いてありました。
今日イニシエーションスピーチをさせて頂きま
して大宮西ロータリークラブの一員にちゃんと
なれたかどうか不安ではありますが、皆様の盛大
な拍手をもって、通過儀礼をお認め頂ければ幸い
です。今後共、岡部勉をよろしくお願い申し上げ
ます。ご清聴ありがとうございました。

ゾーィさんにネイティブの『ぐっじょぶ』
披露してもらう岡部さん

会 員 卓 話

竹内

雅人 会員

本日の卓話では、私の体験をお話したいと思い
ます。まずは、テレビ埼玉のニュース映像からご
覧ください（注：窃盗犯逮捕のニュース映像と、
インタビューに答える竹内会員の姿がスクリー
ンに映し出されました）
。
本年３月より、会社事業所に保管してある電線
や工具が盗まれるとの窃盗被害が相次ぎ、頭を悩
ませていました。防犯カメラには犯人の姿がしっ
かり映っていたものの、カメラの映像のみでは逮
捕の決め手とはならなりませんでした。犯行は次
第にエスカレートし、白昼堂々盗みに入られたり、
１日に３回も盗みに入られたことも。電線くずだ
けならまだ諦めもつきますが、車の中から工具を
持っていかれたのがどうしても許せませんでし
た。そこで、GPS 機器を購入し、電線くずの中に
入れておくという手に出たのです。同時に、警察
にも相談の上で、防犯体制を整え、細粒ガス、ス
タンガンを装備（注：壇上でスタンガンをビリビ
リと発動、実演する一幕も。竹内会員が犯人逮捕
にかけた決意が伝わってきました）
。犯人は、私の
設置した GPS 追跡の結果、逮捕されました。待ち
に待った逮捕の瞬間は、よりによって宮古島への
出張の日に訪れました。この逮捕劇のあと、私は
「GPS 社長」と呼ばれています。犯罪による被害
は誰にでも起こりうること。皆様、防犯対策は万
全でしょうか。なお、当社ではスタンガンの販売
も行っております。

