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会 長 あ い さ つ
「新・ビジョン声明」

会 長

新井 清太

10 日 11 日に行われまし
た地区大会には、多数の皆
様にご参加頂き誠にあり
がとうございました。一日
目に地区指導者育成セミ
ナーとして、RI 研修リーダ
ーであり第 2840 地区パストガバナーの本田博己
様（前橋 RC）のご講演がありましたのでお伝え
したいと思います。
まず今年度「ロータリーの新しいビジョン声明」
が発表されております。
－私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、
そして自分自身の中で、持続可能な良い変化を生
むために、人びとが手を取り合って行動する世界
を目指しています－
このビジョン声明の意義とは、ロータリーが共
に（一緒になって）
、ロータリーが社会と共に（一
緒になって）、次の世代にまで繋がる永続的な変
化を生み出すことが目的。そのためにはまず自ら
を変革することが大切。そして、
「世界を変える行
動人」として、意欲を喚起し、創造的刺激を与え
る人になろうということで、これこそが Be the
inspiration 今年度ラシン会長のテーマの意味
であります。また本田氏は奉仕の理念についても
解説されておりましたが、物質的相互扶助からこ
れに“Service”の観念が加わり「一般的な助け・
役立ち」という奉仕理念へ変化し、
「相互扶助」の
外部（社会）への拡張が図られたものが、現代ロ
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ータリーにおける“Service”の意味であり奉仕の
理念であるということでした。そしてロータリー
のエッセンスとして JOIN LEADERS(リーダー
のネットワークへ) EXCHANGE IDEAS（アイデ
アを広げる） TAKE ACTION（行動する）を紹介
され、ロータリーも時代に即応して常に変化して
いくことが必要ではないかとも仰っていました。
いずれにしましても二日間に亘りお疲れ様で
した！

お客様紹介

染谷 義一

副会長

浦和中ロータリークラブ パスト会長
よ こ た まつ ひろ
横田 松博 様
く ろ す

ひ で お

大宮東ロータリークラブ 会長 黒須 英男 様

青少年交換留学生
米山記念奨学生 紹介
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ロータリーの目的・4 つのテスト
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ロータリーの旅を楽しもう！
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【紹介者

お客様ごあいさつ

髙橋 秀樹 会員】

株式会社ホンダカーズ埼玉中
代表取締役社長
大宮東ロータリークラブ
会 長
黒須 英男 様

石井 敦

皆さん、こんにちは。
腰を痛めた為、表敬訪問が遅れ、申し訳ございま
せんでした。改めまして新井会長、新藤幹事、ご
就任おめでとうございます。よろしくお願い致し
ます。小春日和の中、皆さんにお会いでき嬉しく
思います。今日はよろしくお願い致します。

入
【紹介者

会

様

皆さんこんにちは。ホンダカーズ埼玉中の石井
敦と申します。生まれは埼玉県蓮田市です。
ご紹介にありました一級建築士としての会社が
上尾市にございます。この度、縁あってこちらの
クラブに入会させていただいました。色々勉強し
て皆様のお役に立てるようになりたいです。
宜しくお願い致します。

式

髙橋 誠一 会員】

株式会社サイサン
取締役 経理財務部長
川﨑 春夫 様

退 会 ご 挨 拶
田村 戸一
株式会社サイサンの川崎春夫と申します。社内
役員人事の変更により前任の田村戸一と交代と
なります。このたびは歴史ある大宮西ロータリー
クラブへの入会を承認いただきありがとうござ
いました。
昭和 34 年生まれで来年還暦を迎えます。生まれ
は東京墨田区で、
小学校 5 年のときに埼玉に移り、
川口市そして現在の住まいのある北本市で埼玉
県民として 50 年近くを過ごしております。墓は
台東区にある為、墓参りは都内に行っております。
ご紹介いただきましたとおり、長女・長男の二人
の子供がおりますが、晩婚で 44 歳のときに結婚
した為、未だ上の娘が中学 2 年生、下の息子が小
学校 3 年生で、
息子とは半世紀歳が離れている為、
授業参観等ではおじいちゃんとよく間違えれま
す。同級生などはそろそろ初孫の話も聞かれるこ
とから周回遅れで子育てをしているような状況
です。
ロータリークラブの活動は初めてとなりますの
で、皆様方にご指導いただき、奉仕活動に励んで
まいりたいと存じます。
どうぞ、宜しくお願い申し上げます。

会員

皆さん今日は。田村でござ
います。勤務先である㈱サイ
サンの役員人事により私の
業務一切を川﨑に引き継ぐ
ことになりましたので、ロー
タリーにおきましても交代
させていただく事となりま
した。私は平成２３年に高橋誠一パスト会長のご
推薦により入会させていただきました。以来７年
の長きにわたり会員の皆様にお世話になり厚く
御礼を申し上げます。
入会時には会員数も５０名程度で、同年には１４
名の会員の入会があり、以降急激に会員数が増加
してまいりました。
大宮ろう学園の訪問や砂場清掃、鉄道博物館への
地元小学生招待並びにピンクリボン活動のティ
ッシュ配布が奉仕作業の実感として良き思い出
となっています。
本日ロータリークラブを退会しますが、奉仕の心
を大切にしてゆきたいと思います。会員皆様及び
事務局の皆様の益々の活躍とご健勝をご祈念申
し上げ御礼のご挨拶とさせていただきます。あり
がとうございました。

幹 事 報 告

近況報告

米山記念奨学生
ﾑﾊﾏﾄﾞ ﾅｼﾞﾑ ﾑﾊﾏﾄﾞ ｼｭｸﾘ 君

幹 事
新藤 栄介 会員

●11 月 10・11 日の地区大会へのご参加ありがと
うございました。
●地区大会記念トートバッグをお持ち帰りくだ
さい。
●ハイライトよねやま Vol.224 をテーブル配布い
たしました。
●大宮西 RC が米山功労クラブとして、地区より
表彰されております。

青少年交換留学生

米山記念奨学生

近況報告

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
みなさん、こんにちは。
今月はとても良かったです。
日本大好きです。学校は楽しくて学生は親切です。
たくさんの友達がいます。
最近修学旅行がありました。マレーシアとシンガ
ポールに行ってきました。私の学校アメリカでは
修学旅行がありません。だからこの経験に感謝し
ています。
最初に着いたマレーシアでは、学校を訪問しまし
た。マレーシアの学生はとても歓迎してくれまし
た。次の日クアラルンプールの市内観光に行きま
した。バツー洞窟とセントラルマーケット、マレ
ーシアの全国モスク等を見学しました。マレーシ
アの学生達と遊んだ時間はとても楽しかったで
す。日曜日、シンガポールに行きました。晩御飯
にホットポットを食べました。そしてホテルに泊
まりました。次の日は忙しい一日でした。最初に
シンガポールフライヤーとマリーナベイとマー
ライオンに行きました。とても美しく綺麗でした。
午後はチャイナタウンに行きました。チャイナタ
ウンで買い物をしました。お土産も買いました。
月曜日、日本に帰りました。日本と家族が恋しか
ったです。この旅行は本当にすばらしかったです。
この経験を絶対に忘れません。お時間を取って頂
きありがとうございました。

皆さんこんにちは。
奨学生のムハマドナジムです。近況報告につい
て話したいと思います。来週の２６日に私の学
科、電気電子システム工学科の中間発表が行わ
れます。研究の方はうまく行っていますが、中
間発表に関しては緊張しています。頑張りたい
と思います。
次は私にとって嬉しいことについて話したいと
思います。実は今マレーシアにいる私の妻は現
在妊娠しています。出産予定日は来年の５月５
日で、私の誕生日と同じ日です。とても嬉しい
です。このことに関しても緊張していますがそ
れよりも嬉しいです。
以上です。ご清聴ありがとうございました。

本日の卓話について
内山 泰成

会員

11 月は財団月間です。
どんなことをやろうかと考え
たときに、実際に財団事業を
上手に行っているクラブさん
のお話を聞くのが勉強にな
り、我々にとって有意義であ
ろうということで、浦和中ロータリークラブの
直前会長に卓話をお願い致しました。
横田様は当クラブに何度もお越しいただき、お
知り合いの人も多数おられます。今日はどうぞ
よろしくお願い致します。

【横田様の自己紹介より】
・当クラブにお越しいただくのは 4 度目
・ロータリー歴 11 年
・横溝会員とは小学校時代の一番の親友で一年
のうち 360 日は遊んでいたとのこと
・設計事務所経営。当クラブの会員との仕事で
のつながりも多数
・商工会議所青年部に 12 年在籍していたことも
あり、こちらでも当クラブの会員とのつなが
りが多数
等、卓話前に楽しく自己紹介いただきました。

ゲ ス ト 卓 話
浦和中ロータリークラブ
パスト会長
よ こ た

横田

まつ ひろ

松博 様

多数のお写真を用いてネパールへの奉仕活動に
ついて説明していただきました。

貴重なお話をありがとうございました。

