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「青少年奉仕月間」
会長

新井 清太

令和第 1 回目の例会です。
平成天皇のお言葉に「象徴天
皇としての旅は果てしなく
長く遠いものである。
」とい
うところが印象に残ってお
りますが、我々もロータリー
の旅をしっかりと歩んでい
きたいと思います。
今月は青少年奉仕月間であります。ロータリーの
青少年奉仕プログラムにはインターアクト、ロー
ターアクト、RYLA、青少年交換とあるわけです
が、これらすべて明日のリーダーの育成が目的で
あります。ちなみに今年度来日している Zoe ちゃ
んも残りあと一ヶ月余りとなりました。
本日のクラブ協議会は小木曽エレクトによりま
すクラブ次年度方針発表です。先日開催された長
期計画委員会におきましても来年の取り組みに
ついて話し合いが行われましたが、我々もしっか
りとエレクトのお話を聞いて次年度に備えたい
と思います。
さていよいよ次週は親睦旅行でありますが、場
所は「米山梅吉記念館」です。
丁度当クラブの第 2600 例会という節目の日でも
ありますので皆様どうぞ宜しくお願い致します。

ロータリーの目的・４つのテスト
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上田 純一 様
みずほ銀行 大宮支店 支店長
山尾 達也 様
埼玉りそな銀行 大宮西支店 支店長
強瀬 憲治 様
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米山記念奨学生

ディルバ･サレマンさん
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幹 事
新藤 栄介

会員

●来週 19 日(日)、20 日(月)が親睦旅行のため、
来週はパレスホテルでの例会はありません。
●次回通常例会は 27 日(月)、青少年交換留学生
ゾーイさんの卓話を予定しております。
●今週 17 日(金)に RLI 卒後コースがあります。
当クラブからは坂本哲朗会員、地区スタッフで竹
内雅人会員、講師として内山泰成会員が参加され
ます。
●ガバナー月信をボックスイン。7 ページに米山
記念奨学生のディルバ・サレマンさん、9 ページ
に米山奨学会の寄付者で大竹庄藏会員が 7 回目の
マルチプル、9 ページの新会員紹介欄に先月ご入
会の三浦隆一会員が掲載。
（5 ページ青少年交換留
学生の研修旅行の写真にゾーイさんも写ってい
ます。
）
●2770 地区 2021-22 年度のガバナーに、松本輝夫
様[さいたま中央 RC]が決まりました。
●5 月のロータリーレート、1 ドル￥112 円です。

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
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埼玉縣信用金庫 大宮西支店
支店長
上田 純一 様

ご紹介賜りました埼玉縣信
用金庫大宮西支店支店長の上
田純一と申します。
私は２月１日付の人事異動で
埼玉縣信用金庫大宮西支店に着任いたしました。
前任支店長である久保の意志を受け継ぐため、高
橋誠一様からのご推薦をいただき、大宮西ロータ
リークラブに入会させていただくことになりま
した。
私自身、ロータリークラブの加入が初めてのこと
で、わからないことも多いですが、
「奉仕の精神」
は勤務先であるさいしんの理念「地域の発展に貢
献する」と同様と考え、日々の業務に邁進するこ
とが奉仕活動の一環となると考えます。他の活動
においても、皆様にご迷惑をおかけするかと思い
ますが、精一杯活動して参りますので、皆様のご
指導・ご鞭撻の程、宜しくお願いいたします。

参加させていただき緊張しておりますが、当ロー
タリーと地元大宮の発展に粉骨砕身で臨みたい
と考えておりますので、何卒よろしくお願いいた
します。
埼玉りそな銀行 大宮西支店
支店長
強瀬 憲治 様

私は今は深谷市と合併した
旧岡部町出身で、強瀬という
姓も今でも数多くあります。
生年月日は昭和 42 年 10 月 20
日で、実は吉田茂元首相が亡くなった日でありま
して、名前の憲治も、末は博士か大臣になるよう
に？と日本社会を治められる、社会に貢献できる
ようにと付けられた、と聞いています。因みに 10
月 20 日は、
上皇后美智子様とも同じ誕生日です。
混迷する世界情勢の中でも、皆さんと共に地道な
活動を通じて地域社会に貢献し、それが大きな力
になればと思います。ロータリークラブでの様々
な活動こそが社会貢献の原点であると思います。

みずほ銀行 大宮支店
支店長
山尾 達也 様

みずほ銀行の山尾でござい
ます。三光ソフランの高橋会長
のご紹介でこのたび当ロータ
リーのメンバーに入れていた
だきました。どうぞよろしくお願いいたします。
私は昭和 40 年 2 月に大阪府茨木市で生まれ兵
庫県垂水市で大学まで育ち現在 54 歳でございま
す。家族は妻と子供（23 歳と 19 歳）2 人でござい
ます。中学では野球、高校は剣道、大学ではウイ
ンドサーフィンに明け暮れていました。大学は銀
行員には珍しい工学部計測工学科に所属してお
り、「金属水素化合物を使ったアクチュエータの
開発」というテーマで卒論を書きました。その後
教授に反対されながら、昭和 63 年に富士銀行に
入行しました。現在まで支店勤務を中心に 14 拠
点、支店長は三島支店、府中支店、新橋支店、大
宮支店と 4 拠点を経験いたしました。
趣味は飲み歩き、ゴルフ、ウインドサーフィン、
登山、将棋等々でございます。前任の新橋同様当
地も多くの素敵なお店があるようなので、大宮ラ
イフを楽しみたいと考えております。
光栄にも人生で始めてローターリークラブに

誕生日祝い

5 月生まれ

山崎一祥(2 日)、齋藤四郎(6 日)、菊池裕一(8 日)
齊藤政春(12 日)、中谷輝彦(17 日)、柴木健之
(18 日)、小岩淳一(18 日)新井清太(21 日)、
石三重則(21 日)、高橋誠一(28 日)、各会員

お誕生日、おめでとうございます！

委 員 長 報 告
親睦委員会 委員長
竹内 雅人 会員

久連山

健

青少年交換留学生

近況報告

会員
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

～5/19(日)20(月)開催

親睦旅行のご案内～

インターアクト委員会 委員長
横溝 一樹 会員
6/1(土)開催
埼玉栄高校吹奏楽部
定期演奏会のご案内

国際奉仕委員会 委員長
永井 博 会員
ラオフレンズ小児病院
医療機器導入のご報告

クラブ会員研修部門委員会
部門委員長・研修リーダー
田口 修身 会員
クラブＲＬＩ･新人研修
開催のお知らせ
5/28(火)18：30～ パレスホテル

ロータリーわいわい塾 塾長
荒井 伸夫 会員
4/24(水)
わいわい塾開催のご報告

みなさん、こんにちは。
知っての通り、最近時代は変わりました。みんな
は令和フィーバーがあるそうです。先月私たちは
平成さよなら、こんにちは令和と言いました。変
化を経験することは面白かったです。私の人生は
すべて平成時代でした。変わったときほろ苦かっ
たです。平成が終わりましたが、新しい時代を楽
しみです。ゴールデンウィークや時代の変化で忙
しかったです。私の両親が日本に来ました。会え
てうれしかったです。彼らは日本が大好きだと思
います。両親が帰ったとき、悲しくなると思って
いました。でも、先月が忙しく楽しかったので私
はそれについて考える時間がありませんでした。
春休み後、日本語教室が再開しました。日本語が
どんどん上手になりましたが、まだ勉強しなけれ
ばなりません。ペラペラになりたいです。また、
学校が再開したときクラスメートと私は高校二
年生になりました。
4 月 23 日に宿泊研修に行きました。学校の二年生
全員がオリエンテーションをしました。今年の修
学旅行の準備をしたり遊んだりしました。学生は
カナダに行く予定なので私は英語の勉強を手伝
いました。最後の夜にバーベキューをしました。
私たちはチームに分かれて焼きそばや野菜を作
りました。学校の再開から二週間後、ゴールデン
ウィークの休みが始まりました。最初の日に小船
菜子さんと一緒に釣りに行きました。船に乗って
あじを釣ってさしみを作りました。ゴールデンウ
ィーク中に軽井沢に行きました。私のカウンセラ
ーの田口さんは、ホストマザーと私を別荘へ招待
してくれました。田口さんの娘さんとお孫さんに
会いました。それは本当に楽しかったです。田口
さんのおかげでこの素晴らしい時間を過ごすこ
とができました。毎月私はロータリアンの支援を
受けています。私は大宮西ロータリークラブのロ
ータリアンに会ったことに感謝しています。私は
もうすぐ帰ります。でも少し帰りたくないです。
友達とホストファミリーとロータリアンに会い
たいです。いつもありがとうございました。よろ
しくお願いいたします。

ロータリーの友の解説
公共イメージ向上委員会
小岩 淳一 会員

<横組み>
P.3～【ＲＩ会長メッセージ】
5 月は青少年奉仕月間です。
様々な方法で青少年奉仕月間を祝いましょう。
インターアクト・ローターアクトクラブを提唱す
ればあなたの地域の若者たちは
行動を起こし、リーダーとなり、グローバルな視
点を得るための手段を与えるこ
とができます。
P.7～【地域に合わせた青少年奉仕のあり方】
姫路ロータリーキャンプ
今治青少年ロータリー友の会などの事例が出て
います。
P.14～【考えよう海洋プラスチックごみ】
釣り糸が自然分解されるには 600 年！
その他に、吸い殻 10 年、ペットボトル 450 年
いま一度海洋プラスチックごみを考えてみてく
ださい。
<縦組み>
P.4～【愛があるなら叱りなさい】
シンクロ日本代表コーチ井村雅代さんの講演要旨
叱って・直して・ほめる
叱り方にもコツがあります。
1 つ目は「その場で叱る」
2 つ目は「古いことは持ち出さない」
3 つ目は「しつこく𠮟らない」
P.9～【クラブを訪ねて】
八戸東ロータリークラブ
23 年間例会出席率 100％
信じられない記録を誇る会員の結束力
「出席なくして親睦なし、親睦なくして奉仕なし」
「休んだ人がいると電話して必ずメークアップ
するように念を押した」
スーツフェアを 7 月に開催いたします。
是非ともよろしくお願いいたします。本日は、ご
静聴いただきありがとうございました。

クラブ協議会
会長エレクト
小木曽 賢己 会員

【クラブテーマ】

伝統の上にも新しいクラブ創造への挑戦
この度 2019－20 年度大宮西ロータリクラブ会
長を拝命致しました。会長職は役職ではなく役割
である事を心に刻み、魅力あるクラブ創りに微力
ながら努めて参ります。そして皆さんと共にロー
タリーライフを楽しみたいと思います。1 年間ど
うぞよろしくお願い申し上げます。
会長をお引き受けする際、まず頭に浮かんだのは
クラブの歴史と伝統の素晴らしさです。我クラブ
は 1963 年 3 月 22 日、大宮ロータリークラブから
30 名のチャーターメンバーにより創立。以来 56
年の歴史を誇り、現在 118 名を擁する地区内最多
の会員数のクラブになりました。この伝統あるク
ラブの歴史の中に、
「ラオス村支援」があります。
現在のさいたま市西区にあった、当時ボートピー
プルと言われたラオスからの難民の村があり、諸
先輩方が各種の支援活動を積極的にされていた
と聞いております。正に地域社会奉仕であり、又
国際奉仕でもあり、食や医療の面からは職業奉仕
でもあるガバナーから特別表彰を受けたともお
聞きしております。現在でもその地区の方から
「ラオス村」の話を聞くことがあります。
それから何十年が経過した今、奇しくも現在クラ
ブの国際奉仕事業は正にラオスの小児病院の支
援を行っています。今年ラオスを訪問し、そのめ
ぐり合わせに感動を覚えた次第です。同時に何十
年も前にこうした国際奉仕事業を成し遂げてき
た諸先輩に敬意を表する次第です。伝統に裏打ち
された奉仕の理念と継続を大切に思います。例え
ば長年継続してきた「大宮ろう学園」の支援です
が、その支援した子供たちはやがて巣立ちますが、
又新たに支援を求める子供たちが入園してきま
す。支援先の施設は一つでも継続すればするほど
たくさんの子供たちに奉仕できます。しかし、現
在ロータリーは柔軟な運営や多様な会員の集合
を求め、ガバナンスの見直しを奨励しています。
職業分類の人数制限も廃止され、無職の方でもロ
ータリアンになれるようになりました。確かに新
たな活動のきっかけとなる多様化は大事なもの
と思います。そんな時、木本会員の紹介で「児童
養護施設カルテット」を訪れました。不幸にして

親を亡くされた子供たちの為の施設かと思い訪
ねた所、現在は実の親がいてもその虐待により一
緒に生活のできない子供たちが 7 割を占めると聞
き、大変驚きました。是非次年度の奉仕事業でこ
うした子供たちにも支援の手を広げていきたい
と思います。
又ロータリークラブは世界最大の異業種交流の
団体であるか思います。当クラブにもその道のス
ペシャリストが豊富に会員として存在します。是
非その専門知識を会員間で共有し、それぞれの事
業に役立てていただきたいと考えます。又、積極
的に外部識者の方の卓話を企画したり、会員の企
業訪問にも取り組んで参りたいと思います。
【クラブ活動方針】
・委員会運営は部門主導で活動する。
この為委員会の再編成を行う。
・例会の運営を工夫し、会員の親睦・交流につな
がるものとする。
・例会出席率と事業出席率共に現状より 10％アッ
プを目指す。
・会員数 10 名純増を目指し、150 名会員への足掛
かりとする。
・会員企業の訪問や卓話（会員・識者）を充実さ
せ職業奉仕を高める。
・地区役員派遣を増員、RLI 積極参加で、他クラ
ブとの交流を深める。
・新規事業プロジェクトとして新たな奉仕活動や
友好クラブ発掘に努める。
【新規事業計画】
・新しい社会奉仕活動として、児童養護施設「カ
ルテット」の支援に取り組む
・世界ポリオデーのイベント企画と開催
（広報・公共、財団）
・老人会連合会全国大会支援（社会奉仕、単年度）
・新規事業プロジェクトとして新たな友好クラブ
発掘や奉仕活動の可能性を探る。
・東京オリパラ準備（単年度）

活動実施報告

わいわい塾

平成 31 年 4 月 24 日、部会活動の一つであるロ
ータリーわいわい塾が開催され、当クラブ藤池会
員にこれまでの軌跡について講話をいただきま
した。参加者は 17 名、テーブルを三角に配置し
て少人数のゼミのような雰囲気の中、藤池会員は
全員の質問に、一つ一つ丁寧に答えてくださいま
した。
「親から子への事業承継のタイミングは？」
「会社経営、ロータリー活動を辞めたいと思った
ことは？」普段はなかなか聞けないことを「わい
わい」と語り合うことができました。ロータリー
わいわい塾は、どなたでもご参加頂ける部会活動
となっております。興味のある方は是非荒井塾長
まで。
なお、当日藤池さんにお話いただいた内容は埼玉
新聞社発行の書籍にも記されています。こちらも
よろしくお願いします。
【書籍紹介】
「ジャリ道 それでも立ち上がった経営者たち」
（埼玉新聞社）税込 1512 円

清掃活動実施報告

女子部会

米山記念奨学生 入学式
5 月 12 日

ラフレさいたま

令和初の西女子部会早朝清掃を行いました。
男性軍の応援により、笑顔に溢れています。
ありがとうございます。

スピーチするディルバ・サレマンさん

ゴミとの記念撮影。皆さん、お疲れ様でした！
＜次回清掃＞
6/3(月) 6:30～
新幹線改札出口 ロータリー時計前集合
ご参加の方は軍手･ゴミ袋ご持参下さい。
多くの方のご参加をお待ちしております。

