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ロータリーの目的･4 つのテスト
【本日のリーダー】

会長 小木曽

小岩 淳一 会員

賢己

本日のお客様、大宮南ク
ラブの藤井フヂ子様、山本
かなえ様、ようこそいらっ
しゃいました。当地区の女
子会では当クラブの福田会
員と島村会員が大変お世話
になりました。
さて、先週 25 日職業奉仕委員会による会員企業
訪問として、サイサン様ガスワンパークを訪問い
たしました。地域住民と安全対策を共同で行う事
により、安全確保に努めておられる。又世界で 35
億人が薪等のエネルギーに頼っている中、健康被
害のない、プロパンガスを安定して提供するべく、
東南アジアに積極的に進出されているそうです。
ご手配頂いたサイサン様の川崎会員には大変お
世話になりました。又企画いただいた、小林部門
委員長、川井委員長、食事を準備いただいた中村
会員、皆様大変ありがとうございました。
又、27 日は、全国老人クラブ大会がソニックシテ
ィで行われ、約 2,500 名が参加、大成功の裡に終
了されたとの事、林会員他 9 名の会員お手伝い、
大宮駅からソニックへの誘導、寒さ厳しい中、お
疲れさまでした。新藤名誉会員から直々にお礼の
電話を頂きました。
12 月 16 日は県立がんセンターの酒井教授による
最先端のロボット（ダビンチ）手術について卓話
を頂きます。どなたにとっても健康問題は最重要
事項です。尚、11 時半から例会、12 時から 13 時
までを卓話、13 時から食事、と変則になりますの
で、よろしくお願い致します。

お客様ご紹介

新見和男 副会長

大宮南ロータリークラブ
山本 かなえ 様
〃
藤井 フヂ子 様
青少年交換留学生
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 報 告
幹 事
藤嶋 剛史

会員

2019 年規定審議会で、収支中間報告および前年
度財務報告を年次総会で行うようにと変更があ
りましたが、クラブ協議会であっても中間報告を
行っているクラブはそのままでも良いとの事な
ので予定通りの総会・クラブ協議会の開催としま
す。12 月・1 月の例会は年度計画書のスケジュー
ルから変更になっている部分があるのでご注意
ください。台風 19 号・首里城火災の義援金にご
協力をお願いします。2020 年 3 月 6 日に第 7 回
日台ロータリー親善会議が福岡市で開催されま
すので、参加希望の方は事務局までお申し出くだ
さい。

伝統の上にも新しいクラブ創りへの挑戦
事務局：さいたま市大宮区桜木町1-11-2 YK-12ビル4F
TEL.048-871-8881 FAX.048-871-8882
E-mail：west@rc-omiya-west.com HP : http://rc-omiya-west.com/

職業奉仕委員会 委員長
川井 理砂子 会員

お 客 様 ご 挨 拶
大宮南ロータリークラブ
山本 かなえ 様

藤井

フヂ子
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◆11/25(月)開催
企業訪問移動例会ご報告

小木曽会長
◆斎藤照夫会員からの
大宮ろう学園への奉仕について
ご報告
皆さま、こんにちは。大宮南ロータリークラブ
から参りました山本かなえと申します。本日は非
常に重厚な雰囲気で普段の例会と違う感じで非
常に緊張しておりますが、お邪魔してみて非常に
良かったと思っております。よろしくお願いいた
します。
皆さま、大宮南ロータリークラブから参りまし
た藤井フヂ子と申します。よろしくお願いいたし
ます。先日、女子会で福田会員から是非メーキャ
ップに来て下さいとのお話がございまして、今日
参りましたら、なんとなんと重厚な。大宮南ロー
タリーは和気藹々のアットホームなロータリー
なので、初めてのメーキャップですがロータリア
ンになったのかなという感じで今、8 年目を迎え
ております。よろしくお願いいたします。

委 員 長 報 告
新規事業プロジェクト委員会
副委員長
井上 勝美 会員
◆メーキャップツアーご案内
1/21(火)19:00～20:00
バンコク スリウォン RC 例会出席
女子部会 会長
福田 和子 会員
◆本日の早朝清掃のご報告
◆11/26(火)大宮中央 RC への
メーキャップのご報告
◆ポリオ T シャツ借用のお願い
地区国際交流委員会
島村 まり子 会員

◆11/29(金)開催
地区女子会のご報告

青少年交換留学生 近況報告
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！
今は 12 月です、だからクリスマ
スシーズンです！今日はカナダ
のクリスマスシーズンについて話します。
クリスマスシーズンは 11 月 12 日から新年まです。
カナダにはたくさんのクリスチャンの人がいま
す。したがって、クリスマスは本当に重要です。
イエスの誕生を祝うためにクリスマスの頃教会
は多くの人がいます。しかし、多くのクリスチャ
ンではない人もクリスマスを祝う。私の家族はク
リスチャンじゃない、それでもクリスマスを祝う。
たくさんの人はクリスマスのとき家族と一緒の
時間を過ごします。冬に学校はクリスマスのため
２週間休みです。冬休みに、私はカナダの別の場
所に住んでいるおばあさんを訪ねます。クリスマ
スシーズンでたくさんのクリスマス飾りがあり
ます。街にはクリスマスのあかりとクリスマスツ
リーがあります。綺麗です！店舗でクリスマスの
歌とプレゼントがあります。通常は、多くのゆき
があります。雰囲気はとてもいいです！！皆はと
ても嬉しいです。クリスマスに皆は友達と家族に
プレゼントをあげます。家族と一緒にたくさんの
食べ物は食べます。
私はクリスマス大好き！私の愛している人にプ
レゼントを上げるのは大好き。プレゼントのラッ
ピングも大好きです！！クリスマスシーズンは
とても嬉しいです、だから日本でのクリスマスを
体験するのが本当に楽しみです ^_^
ありがとうございます。

米山記念奨学金支給及び近況報告
米山記念奨学生
ディルバ･サレマンさん

皆さんこんにちは！
私の最近の状況について、先週私は埼玉大学から、
成績が優秀でしたので、2019 年 10 月から 2020
年 4 月までの授業料は無料になりますの証明書を
もらいました。私ほんとに嬉しいかったです。
私の娘さんは日本語ぜんぜんわかんないですが、
今保育園で良くほかの子供と遊んでいますので、
問題ないと思っています。

誕生日祝い 12 月生まれ
青木 陽(8 日)、小沢 孝(17 日)、結城 剛(17 日)
山本教雄(21 日)、星野良江(27 日)、大千里佳子
(28 日)、佐藤直樹(30 日)、櫻井一光(30 日)
各会員

お誕生日おめでとうございます
12 月誕生日の代表スピーチ
櫻井 一光 会員

ロータリーの友の解説
雑誌・会報委員会
委員長
横溝 一樹 会員

【縦組み】
p.3
アロハ、ロータリー！という言葉で始まるマロー
ニーRI 会長メッセージ。2020 年 6 月に開催され
るホノルル国際大会についての案内となってい
ます。
p.8-11
疾病予防と治療月間特集。
2016 年から 3 年間、地区の戦略事業としてがん
予防に取り組んだ 2710 地区（広島・山口県）の
活動の紹介。生活習慣の改善を一次予防、がん検
診の受診を二次予防とした予防活動と成果につ
いての記事です。
p.14
春日部西ロータリークラブによるミャンマーで
の小児医療支援事業が紹介されています。
p.17
2018 年にノーベル平和賞を受賞したコンゴ人婦
人科医デニ・ムクウェゲ氏のインタビュー記事。
紛争下のコンゴにおいて暴力被害を受けた女性
の治療にあたったムクウェゲ氏の取り組みとロ
ータリーの関わりについて語られています。
【横組み】
p.4
AI と先端医療。
2710 地区内 IM での講演記事。身近なものから高
度で専門的な分野まで広く医療に導入された AI
について語られています。
p.26
浦和ダイヤモンドクラブによるモンゴルの児童
養護施設支援を紹介した記事。
p.30
8 月に行われた岩槻まつりでの岩槻東 RC による
ポリオ根絶チャリティイベントの様子と、群馬県
の第 2840 地区で地区女子会が初開催されたとい
う記事。

イニシエーションスピーチ
下河

浩 会員

輩とたちに揉まれて一人前の社会人にしていた
だいた時期でした。ほぼ静岡人となった 18 年の
間には家族もでき会社近くにマンションも購入
したものの 2 年後の 11 年 1 月千葉に転勤となり
ました。

2018 年 8 月に入会をしまし
た下河浩です。学生時代までは
幸手で育ちました。

小学校から高校まで 9 年間サッカーをしていまし
た。最高成績は小 6 で東部地区予選の決勝進出で
す。わたしはスウィーパーをしていましたが、そ
の草加のチームとの試合に前半早々に 2 回もハン
ドで PK を与えてしまい４－１で敗北しました。
肝心な場面で力が出せないですね。
私の職業は旅行業で一度も会社を辞めたつもり
はありませんが構造不況などで 3 社目を経験して
おります。入社時は個人も団体も総合的に取り扱
う近畿日本ツーリストその後各事業を 13 年分割
し団体旅行を専門とする 2 代目の近畿日本ツーリ
スに転籍しました。さらに 18 年 On-line エージ
ェントの浸食を転機とする事業構造の改革の一
環で再編した近畿日本ツーリスト首都圏に転籍
しております。
当社は 1948 年、わずか 5 名で創業した日本ツー
リスト。当時の修学旅行といえば、一般乗客が利
用する普通列車に生徒を乗せたために、混雑する
車内で座席にもつかずに長距離移動するという
状況にありました。これに目をつけた日本ツーリ
ストの先輩たちは、当時の国鉄に陳情を繰り返し、
修学旅行専用の列車をはじめて実現にこぎ着け
たのです。
スタートしたばかりの小さな会社が、大きな組織
を動かしたことは、当時の関係者に衝撃を与え、
この分野のパイオニアとして事業を拡げていき
ました。今でも当社の主力事業でございます。
大宮営業所の開設は古く 1956 年で 64 年を迎え
ております。時代と共に求められる役割は発型の
物見遊山から着型の体験（ニューツーリズム）プ
ログラムと MICE と呼ばれるミーティングビジ
ネスへと変わってきました。これらは地方創生と
一にしております。
私自身は入社し静岡・沼津支店配属を命じられま
した。静岡は漁師町気質で言葉が荒くちょっとし
たことでもよく怒られました。20 歳代から 30 歳
代の 18 年間お客様である企業経営者と厳しい先

次男が生まれるタイミングでの異動となりま
したので家族全員で引っ越しし今の浦安に居を
構えましたが 3 月に東日本大震災がおこり千葉は
大きく被災をしました。当時は決まっていた仕事
はほぼすべて自粛で取消となり、帰宅しても自宅
周辺は液状化しており電気、ガス、水道もない状
況を過ごしきつかった思い出があります。そんな
時に出会った仕事が住友金属工業の都市対抗野
球応援ツアーです。
都市対抗野球は例年 7 月東京ドームで行われる企
業の祭典ですが震災の電力供給不安もあり 11 月
大阪ドームでの変更が決まりました。その情報を
キャッチした 3 年目社員の相談を受けたわたしは
出場が決まっている会社にテルアポを開始。北関
東代表の住友金属工業鹿島製鉄所の人事労政室
にヒアリングのアポが取得しました。被災し事故
を発生させ死者も出した鹿島は元気な姿を地元
にも世間にも見せて社員と地域を鼓舞したい気
持ちから鹿島から大阪への 2000 人応援ツアーを
夢見るのでありました（日帰りで）
。

その後は震災後観光立国と地方創生の政策によ
り自治体に多くの観光交流増加を目論む政策予
算がつき、訪日旅行獲得のための海外プロモーシ
ョン、着地型商品開発、観光専門人材育成から移
住定住、東京五輪誘致活動からホストタウン事業
へとスポーツツーリズムにつながり着型の視点
に強く変わっていきました。具体的には東南アジ
アプロモーション、農林漁業体験旅発掘事業、ち
ばつり気軽にフィッシング、日本遺産の北総 4 市

江戸紀行プロモーション。そして東京 2020 ホス
トタウン事業の先駆けとなった世界陸上北京大
会に向けたオランダ・ベルギー選手団の事前キャ
ンプ受入業務を実施し大きな財産となっていま
す。
14 年から千葉支店長となり千葉ロータリークラ
ブに入会させていただきました。
昨年 4 月ふるさとの埼玉支店に異動となりました。
スポーツ事業に舵を切っていた会社にあって、さ
いたまクリテリウムの選手村運営、さいたま国際
マラソンでは選手村、関門収容バス、関係者輸送
を担ってスポーツ大会を多く手掛けております。
わたしは千葉アクアラインマラソンが 12 年創設
される際に大会運営を夢見て始めたマラソンで
すが仕事は取れず仕舞い、結局自身のマラソンの
みが継続されていました。埼玉支店のマラソンを
しない社員が大会を請け負っていたことはある
意味衝撃でした。今年も請負業者なのですが協賛
社ということもあり来週走ってまいります。
今の店では５000 人に及ぶ職場旅行やさいたま
スーパーアリーナで実施する 8000 人の運動会や
2000 人の忘年会が中核をなしております。他県
より埼玉県企業は元気があると肌身で感じてお
ります。

いよいよ東京 2020 まで 235 日となりました。
埼玉県内ではオリ 4 競技、パラ 1 競技が行われま
す。当支店も埼玉県より委託をうけ機運醸成イベ
ントやボランティアリーダー研修を通じて準備
をしてまいりました。三郷市ではつい先日ギリシ
ャ陸上チームの事前キャンプ誘致が当社の人脈
をもとに成功し市長がアテネで調印をしてきま
した。所沢市早大でイタリアチームがキャンプを
しますがその準備も佳境を迎えております。
そしてサッカーのまちの我がさいたま市埼スタ
で 8 日間競技が開催されますが毎日 110 台で運営
する観客輸送バスを私共の店で契約を予定して
おります。
今回あらためてスピーチの為自分の人生を簡
単に振り返りましたが目標達成まで至らないこ
との連続ですがコツコツ継続することと、人に会
うのが好きな自分らしいと思っています。
会社のフィールドは広くクラブツーリズムス
ペースツアーズを設立しヴァージンギャラクテ
ィック社の日本総代理店で宇宙観光旅行を受け
付けております。日本発宇宙旅行に向けて 20 年
代前半に向けて宇宙旅行法の整備もなされ始め
ました。日本発宇宙旅行が目下の目標です。

三浦 隆一

会員

皆さん、こんにちは。只今、
ご紹介をいただきました株式
会社フジタの三浦です。
4 月 8 日に高橋秀樹さまのご紹介でこの大宮西ロ
ータリークラブに入会をさせていただきました。
ロータリークラブには私の前任地横浜で、2 年間
活動をさせていただきました。大宮西ロータリー
クラブが 2 番目となります。まだまだ未熟なロー
タリアンですが皆様のご指導をよろしくお願い
いたします。
では、少し自己紹介をさせていただきます。
昭和 34 年 1 月 8 日生まれの還暦 60 才です。東京
で生まれましたが 6 才で当時は北足立郡足立町と
呼ばれていた、現在の志木市に引っ越し現在に至
っております。ほとんど生粋の埼玉人と自分では
思っております。野球は西武、サッカーはレッズ、
アルディージャ、高校野球も埼玉代表一筋です。
前任地横浜には単身赴任で 2 年ほどおりましたが、
関東支店に移動する際にはちゃんと「飛んで埼玉」
を見てから今の埼玉どうなっているのかを確認
してから戻ってまいりました。
家族は妻と 3 人の子供との 5 人暮らしで、誰一人
片付いておらずストレスのたまる毎日を過ごし
ています。趣味は特にはございませんが、強いて
言えば料理になります。
単身赴任時代も、用具をそろえてアパートに乗り
込みましたが、用意された部屋がワンルームの小
さいキッチンであったために鍋、フライパンなど
は流しに入らず、小さいサイズに買いなおしした
チョンボもありました。しかしながら夜、会食な
どが無い時や朝食は簡単ながらも自炊をキチン
とやり切ってまいりました。今はゴルフのある週
末の日曜の夕食は私の当番となっております。
味は良いと評判ですが、食材費は妻の倍以上かか
ると不評をいただいております。
では、本日のイニシエーションスピーチの本題
に移らせていただきます。
ロータリー活動は奉仕の理念のもとに行われて
います。この奉仕に通じるものがありますが、私
のボランティアについて少しお話をさせていた
だきます。
私の住んでいる志木市では町内会という住区が
ございます。この町内会ごとにいろいろな活動を
おこなっております。私のところは当時の新興住
宅地であり私が子供の時は広場での盆踊りなど
がありました。しかし住宅が増えると騒音でうる
さいとの声も上がり中止となってしまいました。
以後その繰り替えしで行事はだんだんなくなっ
てまいりました。そして、私の子供の時代にあっ
た、お祭りやイベントというものがほとんどなく
なってしまいました。そこで、子供たちに故郷の
気分を味合せようと今から 25 年程前に子供のお

父さんが中心となって町内会に青年部なるもの
をつくり、町内会の行事と共に夏祭りや餅つき大
会を復活させて子供やお年寄りの方が楽しめる
よういたしました。
特に老人の方の一人暮らしや 2 人暮らしの方の家
はお餅やお好み焼きなど差し入れを行い地域交
流を行っております。
お神輿や出店の道具は市より借りてお父さんお
母さんがお店を切り盛りしておりました。
私の子供が大きくなっても行事をお手伝いして
まいりました。時がたつにつれ携帯の写メなるも
のが普及し、お母さんお父さんが私より若くなっ
てくると、おみこしで町内を回り随行している時
などは若いお母さんから“子供の写真を撮りたい
のでうちの子供を先頭にしてくれ”とか“うちの
前を通るときに写真を撮りたいのでその時には
この角度で担がせてくれ”などと言われたり、ま
た餅つきでは子供が餅付きの最中、杵を振り上げ
たときに“ハイそこで止まって”と声をかけて写
真撮影…などと困ってしまうことが多々あり、わ
がままな親が増えてきてまいりました。
子供たちのためにというボランティアですので
単身赴任する 2 年前で一旦卒業をしましたが、来
年よりは復帰をしようと考えております。ただ、
当時青年部を始めたメンバーはみんな 50 歳を過
ぎて年長は 70 才になります。最近の若いお父さ
んは、忙しいのもあるでしょうが、なかなかこの
ようなボランティアに参加していただけないの
が実状です。時代の移り変わりを肌で感じており
ます。
もう一つのボランティアは町内会での自警消
防隊です。皆さんのよく言われる消防団は、消防
自動車を保有し目的は火災の消火活動になりま
す。訓練も本格的に行い、全国大会も開かれるほ
どです。私の活動している自警消防隊は、地域の
啓もう活動と初期消火を目的とします。
主な活動は、毎週の街頭消火器の確認や消火栓や
消火水槽の確認、年末年始の夜回りパトロールで
す。消防隊には消防車ではなく小型消防ポンプが
配備されています。このポンプを専用の大八車に
載せて手引きで活動します。このポンプの整備も
重要な仕事です。世の中は広いもので必ず 1 人は
ポンプ関係の会社に勤めている人がいて、自前で
修理などをしています。消火訓練活動も年に数回
は近くの川に行き実際の消火訓練もしています。
私たちは準備万端と自負しておりました。
しかし、10 年ほど前の隣の町内会で夜中の 1 時
ころに実際の火災が発生いたしました。わが消防
隊はすぐさま駆けつけ、一番ホースを取りました。
しかし消防隊が到着するとその筒先は譲りまし
たが日頃の訓練の成果が出たと思っておりまし
た。火災も無事鎮火しポンプを片付けようとする
と、みんなが唖然としました。
下駄のもの、サンダルのもの、パジャマのもの、
ジャージのものなどキチンとして制服で駆け付
けたものは誰もいませんでした。制服は支給され
ていますがやはりいざとなるとみんな“駆けつけ

なきゃ”が先に来てあとは全て飛んでしまうもの
だな、と実感しました。身近なボランティアや町
内会活動でもまだまだ未熟な自分を感じており
ます。
ロータリアンとなってまだ二年半しかたって
おりません。ロータリアンの先輩の皆様には是非
いろいろなご指導をいただきまだまだ成長をし
ていきたいと思います。
大宮西ロータリーの皆様、今後ともよろしくお願
いいたします。大変簡単ではございましたがこれ
でイニシエーションスピーチを終わらせていた
だきます。ご静聴ありがとうございました。

清掃活動実施報告

女子部会

本年最後の女子部早朝清掃。予報では雨でした
が、降らずに決行でき、一年を締めくくることが
できました。通行されている方から、お声掛けを
頂き、活動が周知されてきています。
年明け、1・2 月はお休みです。3 月の予定が決定
しましたら、またご案内します。

参加された皆様、おつかれさまでした！

見事 1 等！
福田和子会員

