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賢己

皆さん、こんにちは。
今日から 9 月に入りまし
た。2 学期が始まり子供た
ちの通学が始まりまし
た。車通勤の方はくれぐ
れも安全運転でお願いし
たいと思います。
（自分に言い聞かしております。）
さて 9 月はロータリーの友月間です。本日はお客
様として、一般社団法人ロータリーの友事務所
恵川一成様をお迎えしました。恵川様は前年度地
区のロータリーの友、地区代表委員として活躍さ
れていましたが、今年度からは発行元の友事務所
で理事をお勤めです。ロータリーの友がいつどの
ように発行され、どのような役割を果たしていく
のか、貴重な卓話を頂けると思いますので、楽し
みにしていただきたいと思います。
又、本日は佐藤出席委員長の会員情報卓話があり
ます。富士通株式会社様とジョイントで、ロボッ
ト AI unibo 君の登場です。私と違って覚えたこ
とは忘れない、
・・・頼もしいですね。
本日もよろしくお願い致します。

ロータリーの目的･4 つのテスト
【本日のリーダー】
瀬戸本

一雄

会員

(一社)ロータリーの友事務所 編集担当理事
(大宮シティＲＣ)
恵川 一成 様
富士通㈱エリア戦略推進部
大垣 清一 様
富士通エフ･オー･エム㈱
石川 友紀 様
ロボットＡＩ
unibo(ユニボ)君
米山記念奨学生
ディルバ･サレマンさん

幹 事 報 告
幹 事
藤嶋 剛史

会員

●10 月より、消費税増と諸経費高騰等の理由に
より、例会費が一名税込 3,200 円から 3,500 円
に変更となります。食事費の無駄を省くため、
出欠席の報告は事前に必ずお願いします。
●来週 9/9 は米山記念奨学生・青少年交換留学
生合同のウエルカム夜間例会です。奮ってご参
加をお願いいたします。

伝統の上にも新しいクラブ創りへの挑戦
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会員研修委員会
委員長
髙橋 秀樹 会員

◆10/7(月)18:00 より開催
第 1 回 新会員研修＆クラブＲＬＩご案内

誕生日祝い 9 月生まれ
酒井一成(1 日)、瀬戸本一雄(5 日)、川村郁夫
(12 日)、田中雅樹(14 日)、内山泰成(18 日)、
永井伸剛(18 日)、松本有祐(19 日)、新藤耕四郎
(22 日)、山田 修(25 日)、坂本哲朗(25 日)、
配島信恵(26 日)、藤池誠治(29 日)、
林 正(30 日) 各会員

お誕生日おめでとうございます
9 月誕生日の代表スピーチ
山田 修 会員

イニシエーションスピーチ
加藤

慎也 会員

皆様、こんにちは。株式会社
大宮自動車教習所の加藤慎也と申します。本会の
入会は平成 28 年でして、
いつの間にか 3 年経ち、
出席できるときに出席すればよいよというお優
しい言葉に甘えてなかなか出席せず、今日に至っ
たことを反省しております。また出席した時はよ
く来たねとまたまたお優しい言葉をかけていた
だき、本当にありがとうございます。本日はイニ
シエーションスピーチをさせていただくという

ことで、多くの諸先輩方の前で緊張しております。
短い時間ではございますが、どうぞお付き合いく
ださい。さて、大宮自動車教習所について簡単に
紹介させていただきますと、創立は 1963 年で 55
年を経過し、60 周年に向けて日々努力を重ねてい
るところでございます。取得できる運転免許は自
動車と二輪車で、近年は年間 1500 名程度の卒業
生を交通社会に送り出しているところでござい
ます。皆様、そして皆様のお身内の方も中には弊
社の卒業生という方がいらっしゃると思います。
ありがとうございますという感謝とどうぞ無事
故無違反であってくださいと念じるばかりでご
ざいます。他には 70 歳以上の方が免許更新の際
に受講する高齢者講習や企業研修として仕事で
運転をする方を対象に運転レベルのチェック・ア
ドバイスをしております。運転免許を取りたい方
がいる、また従業員の運転練習をしたいといった
場合、ご連絡いただければご提案させていただき
ます。
次に私自身の紹介なのですが、1980 年昭和 55 年
7 月 26 日生まれの 39 歳で、妻と 1 歳半になる娘
と 3 人で暮らしております。生まれも育ちも現住
所も大宮の指扇でして、本会の林先生に取り上げ
て頂きました。当時は目も見えず、耳も聞こえず
で、記憶はありませんがそう聞いております。
林先生、その節は大変お世話になりました。大学
卒業後は、全国の教習所の後継者が集まる名古屋
にあるトヨタ系列の教習所で 2 年間の研修をし、
平成 17 年から弊社に勤務して 14 年となります。
近年、教習所業界では「自動運転」
「空飛ぶ車」
「ド
ローン」等の実際に取り組める内容や将来に取り
組める可能性のある情報がたくさん飛び交い、ど
れに手を付けて良いか難しい状態ですので、弊社
としては模索中でございます。
最後になりますが、東京通商株式会社というエネ
オスブランドのガソリンスタンド、コンビニのロ
ーソン、レンタカーや自動車修理の板金を運営し
ている会社があるのですが、こちらも自動車教習
所と同様に私の祖父が創業し、祖父の他界後は祖
母が社長を務めていたのですが、両方とも祖母を
代表取締役会長、私を代表取締役社長とすること
となりました。ガソリンスタンドはこの近くです
と大成町 4 丁目の 17 号沿いにございます。近年
は燃費の良い車が増えましたが、皆様たくさん走
っていただいて、もちろん無事故無違反をお願い
しつつ、給油などの際は、是非ご愛顧頂きたく思
います。これからは仕事上ではお客様により良い
提案が出来ないかどうか、ロータリーでは地域の
皆様や関わりのある方々へ何か出来ないかどう
か考えながら行動していきたいと思いますので、
今後ともご指導ご鞭撻の程をよろしくお願い申
し上げ、今回のイニシエーションスピーチとさせ
ていただきます。

ゲ ス ト 卓 話
【卓話者紹介】
プログラム委員長 清水恒信 会員

一般社団法人ロータリーの友事務所
編集担当理事
(大宮シティＲＣ)
恵川 一成 様
「ロータリーの友について」
ロータリーの友は 60 年以上も前から、ロータリ
アンが手を取り合って友誌を通じ 2770 地区の素
晴らしいクラブの活動を日本国内の会員へ紹介
をすることによって、持続可能な良い変化をもた
らしてきています。
1952 年 4 月に開催された第 60 地区大会におい
て、7 月から分割される日本の 2 地区で共通の雑
誌を発行するとの決定があり、これまで共に活動
をしてきた日本のロータリアンが、分割されてか
らも緊密に連絡を取り合い情報を共有するため
の機関誌として「ロータリーの友」が発行される
ことになりました。
第 1 回の準備会は大阪で、当時の星野行則ガバナ
ー(大阪 RC 初代会長)と露口四郎氏(大阪 RC で異
例の幹事歴の持ち主)が幹事役となり、東京、横浜、
京都、大阪、神戸の各クラブの代表者が参加して
開催されました。その後 1952 年 8 月 16 日の会
合では、1953 年(昭和 28 年)1 月から毎月発刊す
ること、価格を 50 円とするが、広告をとって 100
円分の内容のある雑誌とすること、名前を『ロー
タリーの友』とすることが決定されました。
最初は横書きでスタートした『ロータリーの友』
ですが、その後俳壇・歌壇などの掲載に伴い、1972
年 1 月号から縦書き、横書きを分けてそれぞれに
表紙を付け、左に開けると横書き、右に開けると
縦書きという形の「ロータリーの友誌」になりま
した。
『ロータリーの友』は日本のロータリー34 地区の
ロータリークラブ会員のためのロータリー地域
雑誌として、RI の方針や全世界のロータリアンな
らびにロータリークラブの活動を国内の会員に
紹介して海外のロータリー活動に対する興味を
高め、国内の地区・ロータリークラブおよび会員
の活動状況を紹介して親睦を図り、また国内外に
おける各種のロータリー情報を掲載することに
よりロータリ一精神の養成、ロータリー活動の発
展に寄与することを目的としています。
ロータリアンの義務として、会費の納入、 例会の
出席と共に「ロータリーの友」の購読があります。

「ロータリーの友委員会について」
★委員会組織について
「ロータリーの友委員会」は、正・副委員長、RI
理事、特別顧問、顧問、地区代表委員、編集長に
より構成されています。その役割は、
『ロータリー
の友』を編集·発行している「一般社団法人ロータ
リーの友事務所」の予算·事業計画報告などの審議
を通して全般的に指導監督します。
★「ロータリーの地区代表委員」について
「ロータリーの友」編集の独立性や地区·クラブと
の関係性を重視しているため、「ロータリーの友
委員会」の構成員である「ロータリーの友地区代
表委員」は、
「ロータリーの友」に関するガバナー
の代理者としての任務を担っています。まずは毎
月のレポートによる編集内容の評価や提案をし、
また地区内の情報を編集部へ提供します。このよ
うに評価する立場でありながら編集にも協力す
るという、機能を優先した現実的設計の中での活
動があります。
「地区代表委員」と「法人ロータリ
ーの友事務所」とのコミュニケーションを密にし
ていくため、ゾーン別会議を 8 月·11 月·3 月に合
同会議として開催しています。
★地区における任務
広く機会を求め、地区内会員への『ロータリーの
友』 誌およびその他の出版物の広報ならびに活
用促進活動に努める。また地区内の情報収集に努
める。
① 地区公共イメージ部門の会議議の開催に協力
し、各クラブに『ロータリーの友』への理解を深
めていただく、読書率向上と活用促進をお願いす
る。
②「ガバナー月信」などの地区内発行物を通じて
『ロータリーの友』に関する情報を積極的に発信
する。
★「ロータリー日本 100 年史」
日本のロータリーが 100 周年の節目を迎える
2020 年 10 月に発刊を予定している「ロータリー
日本 100 年史」の編纂については、
「ロータリー
の友委員会」が主体的に取り組んでいる活動です。
当初より、ロータリー文庫やロータリー米山記念
奨学会等の各機関とも連携し、各機関から選出さ
れた委員による編纂委員会を通し、また、各地区
の協力のもと原稿執筆や資料収集などの具体的
な活動に入っています。単に出来事を羅列するこ
となく、その時代ごとに論議された「情報・知識」
を読み解くことで、ロータリーの思想の流れを振
り返り、各クラブが次のロータリー運動の新たな
世紀を切り拓く道標となるように進めています。

会 員 卓 話

清掃活動実施報告

女子部会

★大宮駅西口、まずは旗を立てて活動開始！★
出席委員会 委員長
佐藤真義 会員
ロボットＡＩ unibo 君について

スタート時間の 6:30 は人もまばら･･･

終了時間 7:00 には人の往来も多くなってきます

みなさん、こんにちは。
今日は出席 委員長の佐藤
真義会員の お手伝いにき
ました。
はじめに自 己紹介をしま
す。僕の名 前はユニボで
す。僕はカメラを使って写
真を撮ったり、天気予報を
調べたり、近くのレストランを検索したりするこ
とが出来ます。
身長は約 35cm、体重約 2.5kg 場所をとらずに設
置できます。顔はディスプレイになっていて動画
を流せます。すごいでしょ。
僕の両足はタッチセンサーになっていて左足を
タッチするとメニューが表示されるよ。

9/2 の活動は 15 名の参加
でした。植栽の中から、
お財布 5 点を発見。1 時
間に渡る取得物届け手続
き、横溝会員、おつかれ
さまでした。被害届が出
ているものもあり、被害
にあわれた方のお役に立
つことができました。

参加された皆様、おつかれさまでした！
次回清掃は 10/7(月)6:30～
7:00 前には終了します。
1 人でも多くの方のご参加を
お待ちしております。

