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皆さんこんにちは。ご
出席いただき大変ありが
とうございます。そして
Zoom でご参加いただい
ている皆さんもありがと
うございます。本日はガ
バナー公式訪問に向けて
の準備例会で、第４グル
ープ 小暮ガバナー補佐
にお越しを頂きました。
準備等々ご教示を頂ければと存じます。
昨日、鹿児島から戻ってまいりました。毎年
恒例の西郷隆盛先生のお墓参りです。ご存じの
方もいらっしゃるかも知れませんが、薩摩には
「郷中教育」という教育方針があります。簡単
に申し上げますと①弱い者いじめをするな。②
嘘をつくな。③負けるな。のこの三つで、当た
り前のことですが、青少年期にはとても重要な
教えです。
先輩は後輩に教え、後輩はまたその後輩に教
える。つまり大人が教師ではなく、子供たち同
士で教えあい、子供は生徒にもなり教師にもな
るということです。この教わる立場から、教え
る立場になるということは、人間の成長にとっ
てとても大事なことのように思えます。立場が
変わることによって、見えないもの、気付かな
かったことが良く分かるからです。とても素晴
らしい教育方法だと思っております。
さて、本日は新しい仲間をお一方お迎え致し
ます。弊社が 20 数年のお取り引きをさせて頂い
ている出山さんです。出山さん、お待ちしてお
りました。共に勉強していきましょう。
そして、本日のロータリーの友の解説、山田
副委員長、後ほど宜しくお願い致します。ま
た、谷口栄正会員よりイニシエーションスピー
チをいただきます。たっぷり時間がありますの
で思う存分のスピーチをお願い致します。
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どうぞ会員の皆様におかれましては、毎々申
し上げておりますが、ご健康には一層のご留意
を頂いてロータリーライフを送って頂きたいと
思います。以上、挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。

ロータリーの目的・四つのテスト
【本日のリーダー】
永井 伸剛 会員

お客様ご紹介

ご紹介：副会長 内山泰成

ta
■第 2770 地区 第４グループガバナー補佐
小暮 昭弘 様
介 紹介：副会長 内山泰成
■入会者／㈱タウンメンテナンス中央
代表取締役 出山 隆信 様
■米山記念奨学生 ディルバ・サレマン さん
（zoom 参加）
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㈱タウンメンテナンス中央
代表取締役 出山 隆信 様
◆紹介者
会長
染谷 義一

出山 隆信 会員 ご挨拶
本日、入会させて頂きました出山隆信と申しま
す。日頃より大変お世話になっている染谷会長の
ご紹介で入会させて頂きました。会社は中央区役
所のそばで、ビルのメンテナンス業をさせて頂い
ております。皆様にアドバイスを頂きながら、社
会奉仕活動に取り組んで参りたいと思っており
ます。今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い
申し上げます。以上です。宜しくお願い致します。
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幹 事 報 告
幹事 荒井 理人
皆様こんにちは。本日の、幹事報告を
行います。
９月になりまして、コロナで中止し
ておりました、第４グループの表敬
訪問が始まりました。私も、会長に随
行しております。
皆様はご存じかと思いますが、今一度、各クラブの
開催曜日をお知らせしておきます。大宮、大宮東は
水曜日。大宮北、大宮北東、岩槻東が水曜日。岩槻
が木曜日となっております。メークアップに行くと、
勉強になることはもちろん、色々な気づきもありま
す。是非、訪問してみてください。

ロータリーの友解説
■解説：雑誌・会報委員会副委員長 山田 修
P.３ 会長メッセージ
P.12 ９月は ロータリーの友 月間
P.30 世界中のロータリープロジェクト
ケニア 花を無料で送る運動
P.43 「日本のロータリー100 周年」を祝おう
縦組
P.13 私の一冊
“ラストダンスは私に
岩谷
時子物語”
P.20 ロータリーアットワーク
ウミガメのために海岸清掃

卓

話
第 2770 地区第４グループ
ガバナー補佐

小暮 昭弘 様

公式訪問に備えて
本日は中里ガバナー公式
訪問の準備ということで
お伺い致しました。
今年度は「ロータリーは
機会の扉を開く」また
「新たなチャレンジでクラブに活力を」とのことで
すが、大宮西ロータリークラブは染谷会長を中心に
積極的に新しい事業を取り入れていると伺っており
何の問題もないと考えております。公式訪問につい
てですが９月よりスタートしたこともあり情報もあ
りませんが、私としては次の４項目について回答で
きるようにと考えております。
１つ目として「クラブの現況はどうか」２つ目が
「会員増強と維持」。こちらは地区内でも誇らしい
数字を挙げておりますので何の問題もないと思いま
す。３つ目が「奉仕事業の進行状況」コロナの影響
もあるかと思いますが確認お願いします。４つ目が

「地区クラブチャレンジ目標」です。
特に４つ目の「地区クラブチャレンジ目標」は中里
ガバナーからも重要な７項目と言われておりしっか
りと皆様へお伝えしなければなりません。
1. 新規奉仕事業へのチャレンジ
（継続事業の見直し）
2. クラブのビジョン・戦略計画策定にチャレン
ジ。例会場に掲示する。
3. 女性会員比率 10％以上・若い世代の会員増強チ
ャレンジ。
4. 世界ポリオデー・ポリオ根絶活動への支援にチ
ャレンジ。アフリカでは野生株ポリオが根絶され
ました。残り２カ国です。
5. MyRotary への登録と活用にチャレンジ。
毎年のことですが各クラブで積極的にお願いし
ます。
6. 全クラブが「ロータリー賞」にチャレンジです
が 25 項目 51％以上。コロナでも可能な内容です
のでお願い致します。
7. 地区チーム（ワンチーム）としての連携を強め
情報を共有しクラブ活性化の支援に全力を挙げる
ことにチャレンジということです。
１～２に関してはすでに実施しておりますので問題
ないと思います。女性会員比率ですが世界での平均
は 23％です。大宮西ロータリークラブは分母が大
きいこともあり大変かと思われますが宜しくお願い
します。４～７に関しては先程お話した通りです。
もう少々時間がありますので会員増強維持につい
てお話しいたします。増強について大宮西ロータリ
ークラブは申し分ないと思いますので維持について
参考になればと。
私が 2008～2009 年度クラブ会長の時の話です。
当時 25 名程度の会員の内、入会３年未満の方が８
名程だと思います。ロータリーの良さはロータリー
を知る事も大切ですが知り合いを増やすことも大切
です。せっかく会員になったのだから他のクラブさ
んも知った方が良いと思い、年度始めの表敬訪問や
他クラブの奉仕事業に一緒にメーキャップに伺いま
した。当時はかなり盛り上がり自クラブの奉仕事業
もまとまり感があり、最終的には東京 RC まで行く
ぞと勢いついたほどです。残念ながらそこまでは行
きませんでしたが。
一人でのメーキャップ
は行きづらいもので
す。是非先輩会員さん
が引き連れ他クラブへ
伺ってください。
最後にロータリーの目的ですが、目的自体は、
「意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励しこ
れを育むことである」以下、具体的には、とありま
すが、あくまで目的はこの部分です。最近の新型コ
ロナ対策を見ていると目的は一つなのに具体的に
は、が過剰すぎて、何でもありな状態となっている
ような気がします。
大切な時間をいただきありがとうございました。
９月 28 日の公式訪問、宜しくお願い致します。

イニシエーションスピーチ
谷口 栄正 会員（2020 年５月入会）
伝統ある大宮西ロータ
リークラブに入会させて
いただき早 5 カ月になろ
うとしています。皆様と
の会話を通してなるべく
早くたくさんのことを学
び、活動していきたいと
思っています。
私は昭和 29 年 1 月 23 日に富山県魚津市で 3 人兄
弟の長男として生まれました。今年で 66 歳です。
富山県と言えば、空気まで何でもおいしい県です。
平成 27 年に北陸新幹線が開通し約２時間で行ける
ようになりました。ぜひ皆さんもこの機会に富山へ
行ってみてください。
知人を訪ねて昭和 63 年に上京、
平成７年に独立、桜田電設を創業
しました。現在私は桜田電設株式
会社の代表取締役会長です。創業
26 年とまだ歴史の浅い会社ではありますがおかげ
さまで堅調に利益を上げております。よく会社の名
前を言うとなぜ創設者の名前が谷口であるのに桜田
という名称なのかと多くの人に尋ねられます。実は
妻子と埼玉に来た頃は桜田電工株式会社に勤めてお
りました。そこから独立し専属工事を請け負う会社
をしていたため、わかりやすく『谷口』ではなく
『桜田』にしました。
当時は右も左もわからない不慣れなこの土地で本
当に心配でした。すべてにおいて信用がなければ事
業は出来ないことを知りました。
『人を大切に、人と人の繋がりを大切に』をモッ
トーとし、今日まで努力してきました。そして
2013 年 6 月で 20 周年を迎え、同年 8 月に社長を退
いて会長職に就きました。
弊社の事業内容は、オフィスビルをはじめとした
店舗・工場・集合住宅・スーパーマーケットなど、
ありとあらゆる建物に対して、①照明器具や受変電
設備の設置や交換をする電気設備工事、②自動火災
報知機などの取付や交換をする消防設備工事、③冷
暖房や換気設備の設置や交換をする空調設備工事、
④太陽光パネルによる発電に伴う設備の設置をする
太陽光発電設備工事を、主な事業としております。
私は、きらやか銀行のきらやか会のお誘いを頂き
参加する中で石三会員や小林会員とお知り合いにな
りました。そして今回は、ロータリークラブにお誘
いいただき誠にありがとうございます。今後ともご
指導いただきロータリークラブの源流である奉仕の
精神をもって活動していきたいと思っております。
どうぞよろしくお願い致します。

