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   会長 福田 和子 
 皆さんこんにちは！会場
にお越しの皆さん、Zoom
で参加の皆さん、お忙しい
ところご参加有難うござい
ます。しばらく出席されな
かった方も今日は多く見受
けられ、嬉しく思います。 

11 月になりました。和風
月の呼び名は「霜月」で
す。朝晩すっかり肌寒くな

りました。昨日、465 議席を選出した衆議院選挙も
終わりまして、世の中少し落ち着いてきたような
気がいたします。日本の未来の為に実りある政治
を進めていただきたいものです。 
 コロナと共に過ごした約２年、私たちは未来の
予測がいかに難しいかを思い知りました。科学と
技術がどれだけ進歩しようとも、フランスの詩人
ポール・ヴァレリーの言葉のごとく、（湖に浮かべ
たボートを漕ぐように）「我々は、後ずさりしなが
ら未来に入っていく。見えているものは今と過去
だけ」なのです。感染数激減でも手放しで喜べな
い日々です。これからも慎重に足場を探りなが
ら、前進するのみです。 
 10 月 18 日の「ポリオ根絶まであと少し」の“ポ
リオ赤いＴシャツ例会”には、多くの皆様の参加
をいただき、お陰様で寄付金 31,863 円が集まりま
した。早速、地区に記念写真と共に送りました。
ご協力、有難うございました。 
 また、「ロータリーの友」10 月号のロータリーア
ットワークに掲載された事で、茅ヶ崎 RC のホーム
ページ委員会 小澤様からメールが届きました。ホ
ームページで、「ロータリーの友」を通してロータ
リーならではの出会い繋がりをクラブ会員に紹介
する企画をしていて、当クラブの掲載記事を紹介
したいとのご連絡でし
た。「“世界記録を肌で
体感”の企画は素晴ら
しく、ぜひとも体験し
たかったです。」との

言葉をいただきました。当クラブの活動が、大変
評価されました。「会員の皆様にくれぐれも宜しく
お伝えください！」とのことです。この企画で
は、染谷直前会長はじめ関係者の皆様、誠に有難
うございました。 
 さて、コロナ対策をしつつも、会員の皆様には
お願いがあります。是非とも各部門委員会を通し
て懇親会を開いてください。まずは、フェイス to
フェイスで顔を合わせ、仕事・趣味などの情報交
換をして仲間作りをしてください。部門委員会と
して開催し報告書が提出された場合には、一人
2,000 円の補助金が出ます。折角高いお金を支払っ
てロータリークラブに入ったのですから、懇親を
生かさなかったら何にもならないです。互いの交
流により人生が豊かになります。そして、そこで
奉仕活動への道が開かれます。各部門委員会委員
長さんのリーダーシップで、是非、懇親会を開き
仲間作りをして、大宮西 RC としてもう一段上を目
指しましょう！ 
 
 
 
  
 【本日のリーダー】   
   

  山田 修 会員  
 

 
 

 
■2021 学年度米山記念奨学生グェンティガンさん
（Zoom 参加） （ご紹介：副会長 新井 清太） 

幹事 押野 一郎 
地区大会のご案内です。11 月 14
日（日）南浦和のさいたま市文
化センターで開催予定です。ま
だ参加予定者は 24 名のみで
す。今年度は 15 時前後から米
山記念奨学生のガンちゃんの紹
介があります。また例年同様、

会 長 挨 拶 

お客様紹介、米山記念奨学生紹介

小沢隆  副会長 内山泰成 
 

ロータリーの目的・四つのテスト 

幹 事 報 告 
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委員長報告・派遣役員報告 
 
 

誕生日祝 

ロータリーの友 解説 

イニシエーションスピーチ 

16 時前後には当クラブの紹介が有ります。さらに
本日の最新ニュースとして、当クラブがガバナー
特別賞を受賞しましたのでお知らせします。その
ため当日の 13 時 30 分前後に、染谷直前会長が登
壇、表彰されます。当クラブにとって盛り沢山の
内容となっているので会員皆様奮ってのご参加お
願い致します。 
 
 
 
■プログラム委員会副委員長  
 山崎 一祥 
来週 11/８（月）第二例会は、清香園 
５代目家元 山田香織様をお迎えし、大宮 
が誇る盆栽についての卓話をいただきま 
す。皆様、奮ってご参加ください。 
■地区インターアクト委員会  

横溝 一樹 
10/29（金）地区青少年奉仕部門セ
ミナーが完全オンラインで開催。各
委員長より活動報告があり、ロータ
ーアクターのパネルディスカッショ
ンの様子（Zoom で事前収録）が紹
介されました。各ローターアクター
の貴重な意見が聞けました。ライラ

については、のちほど活動を紹介させていただきた
いです。 
■地区米山記念奨学部門委員長 
 藤嶋 剛史 
米山記念奨学部門ニュースを、地区
内の全会員に配布しました。寄付状
況、あと 183 円全員から寄付があれ
ば、全国第三位から第二位になった
という結果。ニコニコの一部を米山
寄付に充てていただけませんか。法人寄付もありま

すので、お考えいただけるとありがた
いです。 
■女子部会会長 福田 和子 
11/29（月）6：30、大宮駅西口集合で
今年度第一回清掃活動（30 分ほど）
の予定です。詳細は後日。 
 

 
 
小熊 一（１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）、島袋 博昭（23 日） 
島野 良紀（23 日）、苗村 康男（28 日） 
坂田 勝彦（29 日）、大楽 剛（30 日）  各会員 

 

 

 

雑誌・会報委員会 委員長 廿野 幸一  
■横組 

Ｐ.４.  RI 会長メッセージ 

11 月はロータリー財団月間 

カナダ・カルガリーやホンジュラス

では、グローバル補助金で医療従事

者を支援 

Ｐ.６. 

ロータリー、日本のＲＣの誕生 

Ｐ.７. インドで出会った笑顔の子

どもたち 

ポリオワクチン投与を体験した４人のインタビュー 

1988 年以前、年間 20 万人もの感染者を出していた→

2014 年 根絶が宣言 ＝「インドの奇跡」 

Ｐ.16. インターアクター 

さいたま市立浦和高校が紹介されています。 

Ｐ.18. ヒューストン（国際大会が開催されます） 

Ｐ.30. よねやまだより 

■縦組 

Ｐ.４. デジタル技術、光通信について 

テレワークが発展したのは光通信の進歩による 

光ファイバー通信は、1963 年、末松教授らが世界で初

めて公開 

Ｐ.14. 友愛の広場 

大津東 RC 女性活躍社会は来るのか（カレンダー紹介） 

Ｐ.16. ロータリーアットワーク 

米山奨学生卒業祝いの打ち上げ花火 

コロナ禍でリモート授業が続く中、秋田県大曲の花火大

会を観ずに卒業する → 花火打ち上げ例会を開催 

 

 

 

 
 ■島袋 博昭 会員  
 2020 年 11 月２日入会 
 
 
私の生まれた町についてご紹介 
します。 
●和歌山県新宮市  
世界遺産のまち 熊野の都 
・人口 約 27,000 人 
・和歌山県の最南端に位置 
・熊野三山のひとつである 
熊野速玉大社の鳥居前町として盛えて来た。 
 
●世界遺産の紹介 
①熊野速玉大社 
国の天然記念物である
樹齢 1,000 年の国内最
大のナギの木がある。 
初詣にも行っていた 
②熊野本宮大社 
全国の熊野神社の総本
宮。平安時代の末には「浄土への入り口」として
多くの皇族や貴族がお参りするようになったとい
われる。温泉もあります。 
③熊野那智大社 
ご神体である、高さ水量とも日本一の那智の大滝
（落差 133ｍ）… かなりの迫力です。 
④神倉神社 
ご神体の巨岩ゴトビキ岩は、大きさはここ例会場
の１/４くらいある大きなもの。 
538 段の石段を登ってお参りします。 



 

お燈祭り 毎年２月６日 
女の神様なので、男性しか参加できない 
１万人ほどの参加者がある、有名な祭り 
火の滝とも言われ、迫力があります 
 
●その他観光地 
徐福の墓、浮島の森、新宮城 
 
●八咫烏（ヤタガラス） 
八咫烏は、日本神話に登場するカラスであり導き
の神。神武東征の際、高皇産霊尊（タカミムス
ビ）によって神武天皇のもとに遣わされ、熊野国
から大和国への道案内をしたとされる。一般的に
三本足の姿で知られ、古くよりその姿絵が伝わっ
ている。 
日本サッカー協会では、エンブレムに採用されて
いる。那智勝浦町出身のかたが、「ゴールに導く」
として採用。 
 
●特産品 
・めはり寿司 高菜の葉で巻いてある。 
大きな口を開けて目を開いて食べたことから       

・さんま寿司 
  
 
  ■是永 泰宏 会員  

 2021 年４月 12 日入会 
 

 
会社の紹介 
SOMPO ホールディングス・ 
損保ジャパン  
４本の柱…国内損害保険事業、 
生命保険事業、海外保険事業、 
介護事業 
 
●平成元年（1989 年） 
安田火災海上に入社 → 損保ジャパンになる（日
産火災海上・大成火災海上と合併）+ 日本火災海
上と興亜火災海上が合併し、日本興亜損保が誕生 
→ 損保ジャパン日本興亜が誕生  
→ 2020 年 損保ジャパンに 
 
●火災保険はここ 10 年くらい赤字 
大きな台風（2018 年、2019 年） 
2018 年には 3.11.を上回る支払額 → 火災保険が値
上がりしています。 
 
●被害にあった人は「自分のところは災害がな
い、こんなことになるとは」と言います。 
いろいろなリスクを再点検して、いざというとき
保障が出るように備えてください。 
 
自己紹介 
●出身地：静岡県静岡市生まれ 
＊渋沢栄一ゆかりの旧駿府藩。徳川家とゆかりが
ある。慶喜は晩年静岡に住んでいた。 
府中は不忠に通じる → 静岡に改名（賤機山が由
来とも） 
久能山東照宮（東照宮の本元）… 家康はこちらに
眠っているといわれている 
＊高校まで。大学は関西方面。 

●家族  
妻（つくば市）・娘二人（東京）、母親も東京在住 
 
●赴任先：東京→滋賀→茨城→大阪→香川→新潟
→山形→福岡→埼玉（営業一筋） 
 
●趣味：登山（キャンプ）･ダイビング･スキー・ 
        史跡巡り 
コロナで飲み会もないので、登山にはまっている 
＊大学時代はラグビー部所属  
 
●大宮の印象は 
ターミナル駅で大きく、乗り間違えることも。 
新宿にも東京にも出やすい（家族で集まるのに都
合が良い） 
秩父・渋沢平九郎自決の地にも行ってきました。 
転勤族なので、その地には愛着がわいてきます。 
埼玉をよく知って、好きになりたいと思います。 
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