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「入りて学び

出でて奉仕せよ」
会 長

新井 清太

Enter to Learn Go forth to
Serve !
お気づきの方もいらっし
ゃると思いますが、入り口
のところにフラッグを設置
いたしました。ロータリー
にしっかりと参加し多くを
学ぶ、そして世界で良いこ
とをしよう！ということで
あります。ロータリーは人
生道場と仰った方がおりま
すが、是非とも例会場に着
きましたら、このフラッグ
を見てスイッチを入れてい
ただければと思います。
昨晩は猛烈な暴風雨で怖いくらいの天候であ
りましたが、皆様のご自宅あるいは事業所の方は
大丈夫でしたでしょうか。全国各地の既にダメー
ジを受けている被災地の更なる打撃、被害状況が
心配されるところであります。
さて、9 月度は例会が 2 回しかありませんでし
たので久しぶりのホーム例会という感じですが、
お休みの間もいくつか活動が行われました。まず
は地区会員増強維持委員会によります 1000 日会
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員の集い。これは新入会員が対象ということでク
ラブからも多くの方が参加いたしました。また先
週 28 日には研修委員会によるクラブ RLI と新会
員研修会が開催されました。RLI は大宮西クラブ
の課題やテーマを掘り下げてディスカッション
出来ましたので、大変有意義な研修でありました
し、新会員研修も例年より多い 2 時間枠でじっく
り行いました。パート 2 も開催予定ですので宜し
くお願いします。
ここのところ、貴乃花親方引退ですとかタイガー
ウッズ復活などスポーツ界でも気になるニュー
スがありましたが、テニスの大坂なおみ選手の全
米オープン優勝が一番印象深かったでしょうか。
帰国してメディア各社のインタビューで「日本人
初」や「日本人として」優勝してどうであったか
などの質問が多かった中、彼女は「わたしはわた
し」と答えていましたが、そのくらいでないと世
界の頂点には立てないのかもしれないと感じま
した。また以前、日本のメディアが日本人はグラ
ンドスラムで勝つには何が必要か？とフェデラ
ー選手かジョコビッチ選手に質問したところ、日
本人なら国枝に聞け！と言われたのを記憶して
います。国枝選手は車椅子テニスで何度もグラン
ドスラムを優勝している日本の選手です。大坂さ
んには今後も頑張って活躍していただきたいと
思います。
本日は例会後クラブ協議会がございますので最
後まで宜しくお願い致します。

ロータリーの旅を楽しもう！
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国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2770 地区 第 4 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
菊池 和彦 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
米山記念奨学生
ムハマド･ナジム･ムハマド･シュクリ 君

お客様ご挨拶
国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2770 地区
第 4 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
菊池

入 会 式

副会長

和彦 様

皆様、こんにちは。先般のガバナー訪問の際に
は、大変お世話になりました。滞りなく行われ、
ガバナーも満足して帰りましたことをご報告さ
せていただきます。本日の例会に参加させていた
だきましたところ、お二方の入会式が予定されて
いるとのこと。改めて、大宮西ロータリークラブ
さんは、会員増強の面で、我々のお手本となるク
ラブであると感じております。今後とも、会員増
強のリーダーシップを取って頂けたらと思いま
す。さて、中川年度の始まりから３ヶ月が過ぎま
した。中川ガバナーは、来月の地区大会までに、
全クラブへのガバナー訪問を終える予定として
おり、７割ほどの訪問スケジュールを終えたとこ
ろです。皆様、どうかロータリーの活動を楽しん
で下さい、そして、１１月１０日から１１日の地
区大会へのご参加をよろしくお願いします。

新入会員にバッジを付けていただきました

＜紹介者＞
結城 剛 会員
＜入会者＞
株式会社 Gives
松本 有祐 様
この度、大宮西ロータリークラブに加入させて
いただきました、株式会社 Gives の松本 有祐と
申します。
TV-CM や会社案内、婚礼の映像といった、映像制
作の会社です。映像で感動を「与える」から Gives
という社名をとりました。
ロータリーの精神をもって、生業によって、また
直接的な行動によって、地域業界の社会貢献リー
ダーとなれるよう精進して参りたいと思います。
よろしくお願いいたします。

＜紹介者＞
胡 平 会員
＜入会者＞
株式会社シャローム
小林 直己 様
みなさま、はじめまして
株式会社シャロームの小林直己と申します。
弊社ではインターネットを活用した EC サイト運
営をはじめとした卸・小売の物販事業をメイン業
務とし個人事業主様や中小企業様を対象に
Web マーケティングコンサルティングを提供させ
ていただいております。
物販事業におきましては、健康食品やデザイン性
の高い生活家電製品や近年では CM などで有名な
RIZAP グループ様の商品を中心に販売しておりま
す。日本の EC 販売と実店舗を含めた小売市場の
市場規模は約 140 兆円と言われていますが、日本
国内におけるネット通販をはじめとした EC の販
売規模はまだ 8 兆円しかありません。
この伸び代のあるマーケット市場を今後も開拓
していくと同時にまだ、Web を使った事業拡大・
顧客開拓ができていない方のお手伝いができれ
ばと考えております。社名である「シャローム」
というのは「平和」を意味しております。
弊社の社会活動が日本全国の「平和」につながる
ことを願いに込めております。
我々は 2016 年 1 月に設立したばかりで右も左も

わかっていない状況ではございますが
この度入会させていただきました埼玉西ロータ
リークラブのみなさまに貢献できるよう活動し
ていく所存でございます。至らない点が多々ある
かと思いますが何卒よろしくお願いいたします。

幹 事 報 告

委 員 長 報 告
地区会員増強維持委員
社会奉仕部門
部門委員長
小林 政良 会員

９月２２日、入会からおよそ３年以内の会員を
対象とした「１０００日会員のつどい」が開催さ
れ、当クラブからも７名の会員が参加しました。
大変、盛り上がった会合となりました。ご参加い
ただいた皆様、ありがとうございました。
続いて、社会奉仕部門委員長としてのお願いで
すが、本日、ご案内を配布させていただきました
とおり、きたる「のばら祭」に向け、バザー品を
募集しております。喜ばれる品は、タオル、ハン
カチ、寝具、お菓子、おもちゃなどですが、どん
なものでもかまいません。ご提供をよろしくお願
いいたします。

幹 事
新藤 栄介 会員
社会奉仕委員会
委員長
荒井 理人 会員
●ネクタイ着用、10 月中は任意と致します。
●地区大会のパンフレットを配布しました。
11 月 11 日(日)大会第 2 日・本会議、大宮ソニッ
クシティ大ホールです。今年のクラブ紹介は、全
員ステージ登壇で行います。多くの会員の皆様の
参加をお願い致します。
●次週 8 日は祝日により休会です。
次回例会は 15 日、慶応義塾大学の菊澤教授に卓
話をお願いしております。
●今月のロータリーレートは変わらず 1 ドル１１
２円です。
●「平成 30 年 7 月豪雨」災害義援金報告書を回
覧します。
●「2770 地区ライダーズミーティング」が開催さ
れます。
《追加事項》
ガバナー月信 Vol.04 米山奨学生特集号
5 ページに当クラブのナジム君が掲載。
11 ページのガバナー公式訪問報告に大宮西 RC が
掲載。
17 ページ新会員紹介に緒方学会員、下河浩会員が
掲載。
18 ページ新会員紹介に伊藤陽介会員が掲載。

先般、ご案内をさせていただきましたピンクリ
ボン運動への協賛金には、多数ご賛同いただきま
して、感謝申し上げます。ソニックシティ２階風
除室に、ボード、ツリーを設置させていただきま
した。１０月２７日は、いよいよピンクリボンラ
イトアップ点灯式です。生稲晃子さんのトークシ
ョーも予定されております。皆様お誘い合わせの
上、ご来場下さい。また、本日、例会終了後に、
さいたま新聞の取材もございますので、お時間ご
ざいます方はご協力お願いします。

国際奉仕委員会
委員長
永井 博 会員

本日、ご案内を配布させていただきました通り、
今年もラオス医療機関への寄付を実施したいと
考えております。また、来年１月１９日からの日
程で、ラオフレンズ小児病棟の訪問も予定してお
ります。今月末までにお申し込みをお願いします。

会員研修委員会
委員長
小沢 孝 会員

先週 9 月 28 日（金）18 時よりパレスホテル大
宮で新人研修及びクラブＲＬＩを開催致しまし
た。参加人数は、委員会及び指導者が 6 名、新人
研修受講者が 10 名、ＲＬＩ参加者が 14 名、計 30
名で行いました。
ＲＬＩは 2 班に分かれ 1 限 50 分。テーマ「会員
増強について」休憩 10 分を挟み、2 限は「青少年
交換事業について」をディスカッション致しまし
た。テーブルリーダーは新井会長と小沢委員長に
て。後半は田口修身研修リーダーと小木曽エレク
トでした。別室にて新人研修も 50 分×2 コマ。講
師は荒井シニアアドバイザーと高橋真紀子委員
にて「初めてのロータリアン」
「ロータリーの基礎」
などの文献を用い講義を行いました。
研修の後は、懇親会（瑞麟にて）でしっかりと懇
親を行いました。

女子部会
円谷 友香 会員

本日の駅前清掃は、台風のため中止となりました。
来月は、１１月５日（月）の６：３０～大宮駅西
口デッキ集合となります。是非、多くの皆様にご
参加いただきたいです。

会長エレクト
小木曽 賢己 会員

地区役員の推薦が１０月１０日までとなって
おります。ロータリー歴３年くらいの方、是非、
手を挙げて下さい。

新人研修・クラブ RLI 研修

青少年交換留学生 近況報告

米山記念奨学金授与

2018～19 年度
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

皆さん、こんにちは。私の名前は Stephens Zoe
です。アメリカから大宮西ロータリークラブの留
学生としてきました。高校 1 年生 16 歳です。今
私は、さいたま市見沼区に住んでいます。日本へ
来て 6 週間が経ちました。日本が本当に好きだと
改めて感じています。
私のホスト家族は素晴らしいです。最近家族と一
緒に川越に行きました。楽しかったです。喜多院
神社を見学しました。美しかったです。私は五百
羅漢が本当に好きです。家族と一緒に過ごす時間
は楽しいです。9 月 21 日には他の留学生と一緒に
東京のお台場と浅草に行きました。私は浅草寺を
眺めるのが大好きです。8 月 28 日から学校へ通学
しています。学校は楽しく、友達もたくさん作り
ました。学校では科学、生物、体育、歴史、日本
語、数学、英語、美術、書道の 9 つの学科を勉強
して います。好きな学科は歴史と数学です。月曜
日と木曜日の放課後は日本語のレッスンに 通っ
ています。私は日本語の勉強が好きです。もっと
上手になりたいです。部活動はバトミントンもし
くはテニスをしたいです。11 月に私も修学旅行で
マレーシアへ行ける事になりました。とても楽し
みにしています。お時間をありがとうございまし
た。これからもどうぞ宜しくお願いします。
９月２９日（土）開催
大宮東ＲＣのインターアクト、ローターアクト､
３クラブ合同例会でのゾーィさん

プレゼンテーター
米山記念奨学生
配島 信恵 会員
ﾑﾊﾏﾄﾞ･ﾅｼﾞﾑ･
ﾑﾊﾏﾄﾞ･ｼｭｸﾘ 君
皆さんお久しぶりです。奨学生のナジムです。
例会を長く休みを頂きました。ありがとうござい
ました。8 月には一か月間ぐらい帰国しました。
家族と妻と毎日過ごせて良かったです。
私は毎日妻を職場まで送って、仕事終わったら迎
えに行っていました。楽しかったです。
そして８月の下旬に日本に戻ってすぐ静岡県の
浜松市に行きました。内定をいただいた会社のイ
ンターンシップに参加しました。その会社はロー
ランドという電子楽器メーカーで色々な実習を
行いました。前にも言いましたが、実はこの会社
は自分の就職の第一希望である夢の職場です。実
際にインターンシップで実習を行って、本当にう
れしかったです。また来年の入社に楽しみにして
います。９月の１７日に米山奨学生学友会合同奉
仕活動に参加しました。特別養護老人ホームおお
ましに行きました。奨学生の皆さんとアトラクシ
ョンをしました。もりあがって楽しかったです。
次にグループ別で交流会を行っておやつを食べ
ながら老人ホームにいらっしゃる方々と色々話
し合いました。良かったです。自分のおばあちゃ
んに会いたくなってしまいました。
以上です、ありがとうございました。

誕生日祝い

10 月生まれ

下河 浩(4 日)、吉田暎治(6 日)、大谷義武(6 日)
伊田雄二郎(12 日)、坂原 一(13 日)、岡部 勉
(14 日)、伊藤陽介(23 日)、矢尾喜三郎(25 日)、
関根正也(26 日)、望月 諭(27 日) 各会員

お誕生日、おめでとうございます。

清水パストガバナー補佐
慰労会

ロータリーの友の解説
公共イメージ向上委員会
櫻井 一光 会員

横組３頁。１０月２４日は世界ポリオデーとな
っています。「ポリオのない世界を実現するため
のインスピレーションになりましょう」との、Ｂ
ＡＲＲＹ ＲＡＳＳＩＮ会長のメッセージが寄
せられておりますので、是非ご一読下さい。
横組７頁。今年元号が明治となってから１５０
年となります。戊辰戦争にて、敵、味方に分かれ
戦った会津藩、薩摩藩。その因縁を超え、会津若
松西ＲＣと、鹿児島中央ＲＣとの間には、交流が
続いています。実現までの道のりは決して平坦で
はなく、会津藩士の子孫も在籍する会津若松西Ｒ
Ｃでは「戊辰の仇敵、鹿児島のクラブと友好クラ
ブになるとはいかがなものか」との異論もあった
とのことです。私たちから見れば遠い昔の歴史物
語ですが、当事者の方々にとっては、現在にまで
続く問題であると感じます。
横組１８頁。米山梅吉生誕１５０年に関する記
事が掲載されておりますので、こちらも是非ご一
読下さい。

９月２６日午後６時より、清水恒信パストガバ
ナー補佐の慰労会が開催されました。会の終盤で
は、林会員、中村会員から清水パストガバナー補
佐へ心温まるメッセージが送られるとともに、花
束が贈呈されました。清水パストガバナー補佐、
そして幹事としてガバナー補佐を支えてきた藤
嶋会員、大変お疲れ様でした。

～

1 年間、お疲れさまでした

10/3 埼玉新聞

9 面に掲載

～

