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皆さんこんにちは。久し

ぶりのパレスさんでの例
会、ほっとしております。 

10 月 24 日の世界ポリオ
デーイベント・ポリオ募金
とプロジェクッションマ
ッピング、そして 26 日ピンクリボン運動ライト
アップ点灯式、更に 11 月 9 日と 10 日は地区大会
と大きな事業が続き大変お疲れさまでした。また
参加頂いた会員さん、広告協賛いただいた会員企
業様、誠にありがとうございました。お陰様でポ
リオデーイベントでは天候にも恵まれ、30 万円を
超えるポリオ募金を地区に贈呈する事が出来ま
した。ちなみに第 3 グループではグループ全体で
40 万とか聞いております。近日クラブ別の明細が
来ましたらお知らせいたします。又ピンクリボン
運動でも、500 人近い参加者を集めることができ
たと、戸田中央医科グループさんよりお礼があり
ました。 
さて、本日は当クラブの名誉会員であり、又埼

玉県老人クラブ連合会会長新藤亨弘様が事務局
長の落合様と共にお見えです。11 月 27 日にソニ
ックシティーで全国大会が開かれ、当クラブから
林先生はじめ有志 9名でお手伝いさせていただき
ます。既にソニックの全席が満席との事、ご成功
間違いなしとお祝い申し上げます。 
今日はソフィアさんが出席されています。小船

さんのホストファミリーのもとで日本の生活に
も慣れ、充実した日々を過ごしていると思います
が、そろそろ次のファミリーへとバトンタッチの
時期が来たようです。皆さんの中でホストファミ
リーをお引き受けいただける方がいらっしゃい
ましたら是非お申し出を頂きたいと思います。ご
覧の通りのいい子です。 
これから年末を控え、移動例会やクリスマス例

会等忙しく続きます。体調には充分お気を付け頂
いたいと思います。以上です。 

 
 
【本日のリーダー】    兒玉 龍治 会員 
 
 
 
 

埼玉県老人クラブ連合会 会長 新藤 享弘 様 
事務局長 落合 一弘 様 

青少年交換来日学生   ソフィア･ドネイさん 
米山記念奨学生    ディルバ･サレマンさん 
 
 
 
 
 
幹 事 

 藤嶋 剛史 会員 
 
 
 
 
●地区ブライダル委員会主催、友愛の広場（お見
合いパーティー）が 12 月 8日（日）ロイヤルパ
インズホテル浦和 21 階で開催されます。今回
はゲスト参加が可能で、メンバーの推薦で各ク
ラブ１名以上の参加依頼がきています。独身の
方、知り合いの独身の方等、事務局までお申込
みください。 

●次年度地区出向者について。継続で、島村会員、
竹内会員、横溝会員、藤嶋の 4名です。 
また、本年度 IM実行委員として染谷会長エレク
トに出向いただきます。 

●昨年の第 3G・第 4G合同 IM報告書を配布しまし
たが、実は昨年の両ガバナー補佐に頼まれ私が
作りました。作成が大分遅れてしまいましたが、
頑張って 20 ページ作りましたのでお読みいた
だけると幸いです。 

会長 小木曽 賢己 

 

会 長 あ い さ つ ロータリーの目的･4つのテスト 

お客様ご紹介  竹内雅人 副会長 

幹 事 報 告 



 

 

 

 
埼玉県老人クラブ連合会 
会長  新藤 享弘 様 
 
 
 
 
 
今日は埼玉県老人クラブ連合会の会長として

お世話になります。私は老人クラブに携わってか
ら老人という言葉が大好きになりました。古くは
江戸時代には水戸のご老公、井伊大老という物凄
い日本を改革してくれた井伊大老直弼、そしてど
このお城にも必ずやいる家老、これら全ての老は
老人の老です。今はやりのシニアクラブとか何と
かというよりも、日本人の伝統である老人クラブ
の老という字はこれからは日本の国の中の社会
として立派に役に立つ人間になるのではないか
なぁ、そんな気がしているわけであります。 
コーディネイーターとしてつとめていただいた
林先生、新井直前会長、現在の会長と二代の会長
さんにわたって、おかげさまで全国老人クラブ連
合会大会がこの 26、27 日にソニックシティの大
ホールで開催することになりました。超満員とい
う言葉を使ったらいいんでしょうか、ある意味で
は入場者をお断りしているという状態です。 
国からは政務次官、県庁からは知事、さいたま市
からももちろん市長がやって参ります。そんな全
国大会が所謂 PFI という、民間の皆様方からご協
力をいただいて大きな資金をもとに大会を開く
のは埼玉県が全国で初めてです。加えてロータリ
ークラブの皆様方がボランティアで率先して我
ご協力をいただくというのも埼玉県が初めてで
す。まさに全国大会の埼玉大会、これは老人クラ
ブ大会のパイオニアと言ってもよろしいのでは
ないかという気がしております。4 人に 1 人は老
人、いわゆる高齢者といわれております。PFI や
ボランティアの皆様のご協力により超満員の
2500 人以上の全国大会が開かれるのも日本で初
めてです。2500 入る会場は大宮だけでございま
す。その会場は実は私がつくったものであります。
この老人クラブ大会、盛会に盛大で開催されるこ
とを心から御礼申し上げると同時に中間報告と
させていただきます。ロータリークラブの皆様方
がボランティアとして大会に参加していただけ
ることくれぐれも御礼申し上げ、また盛会時にバ
ンザイができるような大会になり、終わったら是
非、御礼のご挨拶をさせていただきたいと思いま
す。よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県老人クラブ連合会 

事務局長 

落合 一弘 様 

 

 

 

 

 

 

 
 第 48 回全国老人クラブ大会ということで、年
に一回全国のどこかで持ち回りでやっている大
会でございます。48年目にして埼玉にやっと回っ
てきました。48回目にして初めてということは次
期開催は 48 年後ということであります。それほ
ど一期一会の埼玉での大会となります。会場がい
っぱいだというお話がありましたが、実はソニッ
ク 2500名入るところが 2600名集まり、さいたま
市老連で 100名削ってもらったぐらいの大盛況で
ございます。昨年は沖縄、その前が京都ときます
と観光的には弱い感じがするのですが笑顔でお
迎えしようということで頑張っております。また
大宮西ロータリークラブ様の 9人の方が係員とし
て 27日朝 7:30から大宮駅からソニックまでの動
線を立って案内をしていただきます。本当にあり
がとうございます。老人クラブは高齢の方が多い
ので若い方が立っていただくと本当にありがた
いと思っております。また、広告を A4サイズ 1枚
いただき、ありがとうございました。広域財団法
人なのでなかなか財源が厳しく、新藤会長の発案
で広告を集めようということで 30 ページの広告
集が出来ました。これは非常に型破りだと全老連
からも言われております。377 件の企業様から広
告をいただき、金額的には 430万円集まりました。
当日の手提げ袋には氷川神社、コバトン、鉄博の
絵、裏側にはイオンのマークが入っています。こ
れはイオンから無料で 3000 枚作っていただきま
した。これも新藤会長のお力でございます。この
ように埼玉県内の企業様から多大なご支援を受
けてここまで作ることが出来ました。これも新藤
会長が先頭に立ってやっていただいたおかげか
と思います。私がロータリークラブでお話させて
いただくのも新藤会長が会長であったからこそ
のことと思っております。来週の 26 日が芸術劇
場、27 日がソニックで 2500 名、本当に満杯の大
会でございます。本当は皆様をご招待したいので
すが、小木曽会長、代表でよろしくお願いいたし
ます。大宮西ロータリークラブ様のご発展と全国
大会の大成功を祈りまして頑張っているところ
でございます。新藤会長共々、今後ともよろしく
お願いいたします。ありがとうございました。 
 

お 客 様 ご 挨 拶 



 

 

 

 
奉仕部門委員会 
部門委員長 
小林 政良 会員 
 
◆10/26(土) 
大宮ろう学園「のばら祭」 
バザー提供品のお礼・報告 
 
 
社会奉仕委員会 
委員長 
荒井 理人 会員 
 
◆ピンクリボン運動のお礼・報告 
 
 
 
職業奉仕委員会 
委員長 
川井 理砂子 会員 
 
◆11/25 会社訪問移動例会 
ご案内及び詳細説明 

 
 
親睦交流委員会 
委員長 
佐藤 直樹 会員 
 
◆12/23 クリスマス夜間例会 
 ご案内 
 
 

 
 
小熊 一(1日)、兒玉龍治(9 日)、荒井理人 
(10日)、円谷友香(11日)、清水恒信(13日)、 
緒方 学(14日)、冷牟田正見(16日)、小島 徹
(20日)、中村健一(20日)、関根正美(23日)、 
北川敏也(25日)、大楽 剛(30日)、風岡 洋 
(30日) 各会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お誕生日おめでとうございます 

11 月誕生日の代表スピーチ 

清水 恒信 会員 

 

 

 

 

 

青少年交換留学生 

ソフィア･ドネイさん 

 

 
皆さん、こんにちは。私はち

ょっと風邪をひいています。
私はソフィア･ドネイです。大宮西ロータリーの
留学生です。日本にきて 3 ヵ月と 1 日です。 
最近、私はとっても忙しいです。私の学校は大宮
北高校です。1 年生です。カナダには制服がない
のでこの制服は大好きです。学校は本当に楽しい
です。授業で私は頑張っています。でも本当に難
しいのは漢字です。漢字は読めませんが日本語は
ちょっと話せます。授業はちょっとわかります。
頑張ります。部活は吹奏楽部です。毎日、放課後
に部活はありますが、私は時々日本語学校がある
ので部活は休みます。 
学校の友達と一緒に横浜と新大久保に行きまし
た。ポリオデーの後、私は友達とカラオケに行き
ました。1 年前カナダに留学に来ていた友人は東
京に住んでいます。だから私は彼女と新宿で会い
ました。それは本当に楽しかったです。お母さん
の友達は英語学校の運営をしています。だから私
は子供のハロウィンパーティーのボランティア
しました。子供が大好きです。かわいい。 
日本の伝統の相撲と宝塚を見ました。素晴らしか
った。日本の文化は大好き。そしてミュージカル
シアターも大好きです。だからうれしかったです。
茶道のお茶会にも参加しました。お母さんの家の
近くで茶道の先生が教えているので月に一度茶
道を習っています。うなぎとうなぎの骨のせんべ
いとどじょうの唐揚げを食べました。おいしかっ
たです。私は忙しい。でも本当にうれしいです。
ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

米山記念奨学生 

ディルバ･サレマンさん 

 

 

 

 
私の最近の状況については、11 月 10 日ロータ

リー2019-20 年度地区大会に参加しました。その
会議では、“End Polio Now のためもう少し頑張
ります！”の話がありました。 
10 月 23 日私の娘が日本に来ました。私はとても
嬉しいです。できれば 12 月にパーティーをやる
時、娘を連れて来ます。ありがとうございます。 
宜しくお願いします。 
 

 

 
 

委 員 長 報 告 

米山記念奨学生 近況報告 

誕生日祝い 11月生まれ 

青少年交換来日学生 近況報告 



 

 

 
 
 雑誌・会報委員会 
 廿野 幸一 会員 
 
 
 
 
【横組み】 
P.3 ＲＩ会長のメッセージ 
11月に国連で開催されるロータリーデーは、1945
年に国際連合が設立されたサンフランシスコ会
議でロータリーが重要な役割を担ったことを考
えると大切な日だと紹介されています。1 つの団
体ではできないことも、国連のようなパートナー
と協力すれば実現できます。 
P.8～9 
財団への過去 5 年間の寄付額上位国の合計 
1 位アメリカ 2 位インド 3 位日本 4 位韓国 
P.12～13「私がロータリーに寄付する理由」とし
て 4 つのケースが紹介されています。 
P.14 インターアクター 
車いす観光マップの作成や留学をきっかけに東
南アジアへ衣類を送る活動が紹介されています。 
 
【縦組み】 
P.4～8 ポリオ根絶へ向けて、東京麹町ＲＣの大
先輩たちの命を懸けた活動が紹介されています。 
ポリオは感染してもほとんど症状は出ません。 
1 人の発症者のうしろには、1000 人の感染者がい
ると言われています。今、パキスタン、アフガニ
スタン、ナイジェリアで流行していて、この感染
者が渡航などで感染するリスクもあります。 
ポリオは今の医療技術でも治療法がありません。 
ポリオ唯一の対処法は、「予防」－ワクチンの接種
法のみです。1 人の発症者うしろには 1000 人の
感染者がいます。根絶するまで活動を続けないと、
辞めてしまうとすぐに 20 万人まで増えるとＷＨ
Ｏは推計しています。 
P.23 大宮南ＲＣの活動が紹介されています。 
P.24 久喜ＲＣの交換留学生と 7 年ぶりの再会の
話が紹介されています。 
P.27 東京東ＲＣの米山奨学生が「私の夢は故郷
のミャンマーの田舎に小学校校舎を建てる事で
す」と語ったことがきっかけで、クラブとして小
学校建設した話が紹介されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ポール･ハリス･フェロー (12 名) 
柴木健之、坂本哲朗、酒井一成、小岩淳一、 
横溝一樹、矢部正博、川井理砂子、永井 博、 
石丸主憲、兒玉龍治、押野一郎、加藤慎也 各会員 
マルチプル･ポール･ハリス･フェロー 
マルチプル 1  (4 名) 
天池健二、大楽 剛、望月 諭、石三重則 各会員 
マルチプル 4  (1 名) 
内山泰成 会員 
マルチプル 5  (1 名) 
福田和子 会員 
マルチプル 8  (1 名) 
藤池誠司 会員 
メジャードナー (1 名) 
藤池誠司 会員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
第 10回 吉田暎治 会員 
第 7回  清水恒信 会員 
第 2回  川鍋一夫、中村健一 各会員 
第 1回  佐藤真義、山田 修、海保邦男、 

浅間重行、冨加見俊彦、竹内雅人、 
     関根正美、柴木健之、坂本哲朗、 

酒井一成 各会員 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
荒井理人、岡部 勉、風岡淳一、坂原 一、 
緒方 学 各会員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ロータリーの友の解説 2019-20年度ロータリー財団表彰 
認証状および認証品授与 

米山功労者感謝状 授与 

RLI PartⅠ 修了証 授与 



 

 

 

『さらに充実したクラブ構築に必要なこと』 
 
 長期計画委員会 
 委員長 伊田雄二郎 会員 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. 出席率を上げる 
2. 着席が偏る傾向が有るのでくじ引き等ランダ

ムに決める 
3. 災害等のボランティア活動に参加する 
4. 経営に活かせる勉強会の実施 
5. 会員同士の交流の場を増やす→親睦の拡大及

び委員会の充実（必ずしも会長・幹事が出席
しなくてもよいのでは） 

6. 理事役員構成を考える 
・同じ人が毎年やらない→半数以上は入替える 
・年齢毎に枠を設ける 

7. この様なディスカッションの場を多く持つ 
8. 健康に関するプログラムを多くする 
9. 会員外との交流を図る 
10. みんなの良い所を見つけて褒める 
11. 人数が多くなり名前と顔と職業が一致しない

ケースが有るのでそれを解消する 
12. 面白い地域（ベトナム・ハワイ等）の海外友好

クラブを見つける 

 
テーブルディスカッション 

ディスカッションまとめ 


