
第1336回例会平成27年8月4日(火)発行(No･3号)

/一ヽ

′■~＼

第1338回

2015年8月4日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣

｢ガバナー公式訪問｣

国際ロータリー第2770地区

ガバナー　井原　貴　様
(いはら　まこと)

第1339回

2015年8月18日(水)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢それでこそロータリー｣

卓　話｢会員卓話｣チャーターメンバーに

よるロータリー30年間の魅力

宮崎　康会員　星野和央会員

大島雅文会員

地区テーマ

ロータリーを学ぼう､そして楽しもう

第1336回･2015年7月21日(火)

司会　飯田晃生副幹事

点　　鐘12:30　町田信行会長

ソ　ン　グ｢それでこそロータリー｣

ソングリーダー大熊勝巳会員

会長挨拶　町田信行会長

幹事報告　上野拓也幹事

ご挨拶　さいたま新都心ロータリークラブ

会長　小川　毅様

委員会報告　クラブ運営管理委員会

中川泰次郎親睦活動担当委員長
クラブ広報員会

大熊勝巳委員長

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

金子　努委員長

出席報告　クラブ運営管理委員会

清水敏夫出席担当委員長

卓　　話　イニシエーション･スピーチ｣

宇津野芳志男会員　大熊　博会員

岡崎　渉会員

点　　鐘13:30　町田信行会長
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フレゼントになろう

先週の台風は､関西方面に甚大な被害をもたらし

ました｡御見舞いを申し上げます｡台風が過ぎた先

週末から､梅雨も明け猛暑が続いております｡皆様､

お体に気を付けて仕事にロータリーに励んで頂きた

いと思います｡

本日は､さいたま新都心RCの小川会長､渡追幹事

が訪問下さいました｡ありがとうございます｡一年

間宜しくお願い致します｡

さて､本日はイニシエーション･スピーチです｡

宇津野芳志男会員､大熊　博会員､岡崎　渉会員よ

ろしくお願いいたします｡私は北東クラブに入会し

て10年になりますが､仕事の都合ですとか時間的に

は大変ですが､やはりロータリーに入会してよかっ

たと思っております｡自分のことだけでなく､奉仕

をするということは自分を高めることに必要なこと

だと思います｡

新会員の皆さんもロータリーの目的にありますよ

うに､ ｢知り合いを広め､高い倫理基準を保ち､日々

奉仕の理念を実践し､世界的ネットワークを通じて

国際理解､親善､平和を推進｣して下さい｡

先週の金曜日､我がクラブ後援の第13回線区区民

祭りの第1回実行委員会が開催されました｡今年は､

10/17(土)に行われます｡私と山中地域奉仕プロジェ

クト委員長で出席してまいりました｡私が副実行委

員長､山中地域奉仕委員長が総務部門副実行委員長
となっております.岡村緑区長には後日例会にお出

で頂いて後援金を贈呈したいと思います｡

又､土曜日には､地区ロータリー財団部門セミナ
ーが大宮ソニックシティで開催されました｡私と横

田会長エレクト､柳国際奉仕プロジェクト委員長で

出席しました｡ポリオに関するパネルディスカッシ

ョンも行われましたが､あと少しでポリオも撲滅です｡

引き続きご協力をお願い致します｡

当クラブから､財団奨学･平和フェロー･学友委

員長として内田康信会員､ポリオ･プラス委員とし

て斉藤忠治会員が出向していますが､内田財団奨学･

平和フェロー･学友委員長の素晴らしいスピーチも

あり充実したセミナーでした｡

日曜日には米山記念奨学部門セミナーも開催され

ました｡当クラブは米山寄付でも上位にあり､米山

委員長､会員の皆様に感謝致します｡

□8月4

後､クラ

で開催致

長の皆様
の皆様も

□地区よ

日(火)は､ガバナー公式訪問です｡例会終了
ブ協議会を当ホテル3階の｢常盤･高砂｣
します｡理事･役員･各委員長･担当委員

にはご出席よろしくお願い致します｡会員
ご出席をお願い申し上げます｡

り､第3800地区フィリピン国際奉仕プロジ

ェクト視察ツアーが9月21･22･23日に開催されま

すo当クラブとしては積極的に取り組みたいと思い　(
ます｡日程等につきましては後日詳細を報告致します｡

ロ8月1日(土)13:00点鐘､地区奉仕プロジェクト部

門セミナーが越谷サンシティホールで開催されます｡
口8月9日(日)14:00点鐘､地区管理運営部門セミナー

が､川口市民ホールフレンディアで開催されます｡

関係各位のご出席をお願い致します｡
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吉田直前会長､横田直前幹事には一年間大変おつ
かれ様でした｡町田会長､浅見副会長､上野幹事､

新年度スタートおめでとうございますo私は縁区に/-ヽ

住んでおりますので北東クラブさんは非常に親しみ
のあるクラブです｡次年度は創立30周年を迎えられ

ます｡おめでとうございます0

8月4日は井原ガバナーの公式訪問です｡また､

地区大会実行委員会には浅見副会長に副実行委員長
としてご協力を頂き感謝しております｡井原ガバナ
ー共々ご協力をお願いしたいと思います｡

貴クラブの益々のご発展を祈念申し上げます｡

中川泰次郎

親睦担当委員長

大熊勝巳

広報委員長

親睦夜間例会現在31名の出

席､目標40名まで後9名､

ご家族は半額で結構ですの

で参加をお願いします｡

会員手帳､ 6/30付け退会の増

田元会員の欄に貼る訂正シー

ルを受付に準備してあります

のでご利用下さい｡
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宇津野芳志男会員
有限会社八山代表取締役
さいたま市緑区東浦和
焼肉｢八山｣

みなさん　こんにちは! 6月に浦和北東ロータリー

クラブに入会させて頂いた宇津野です｡

生まれは東京浅草･千束で､靴屋の長男として昭

和34年10月に生まれました｡

大学1年の時に､新宿歌舞伎町焼肉店でアルバイ

トをしたのがきっかけで焼肉の世界に入り､以来36

年が経ちました｡浦和の地には平成5年に｢焼肉八山｣
′~ヽ　を開店し現在に至っています｡

最近つくづく感じることは､他の飲食店に行って｢当

店のこだわり- ･｣と言ったたぐいの看板を良く

見かけますが､それは私たちプロにとっては､あた

りまえの事であり､こだわりの無い飲食店がいった

いどこにあるのか?と不思議でなりません｡

素材を吟味し､調理法を工夫するといった事は調

理人にとって､ -丁目一番地｡それをお客様にクド

クドと説明しなければ美味しさが感じられない料理は､

料理ではありません｡
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又､ 1億総グルメレポーターの時代のせいか､聞

きもしないのに従業員が｢今日の魚はどこどこ産で- ･

云々｣はっきり言って茶番です｡例えば3才の子供

であっても､料理を口に入れた瞬間に｢美味しい!

またはまずい｣とはっきり答えます｡お客様に聞か

れたらお答えすれば良いと思います｡

素材は美味しさの入口であって､出口ではありま

せん｡どんなに良い素材があっても､それを活かし

きった先に美味しさがあると思っています｡

例えば､皆さん良くご存知の松坂産のステーキも

焼き過ぎれば炭になってしまいますし､魚沼産のコ

シヒカリも研ぎ方､水の吸わせ方によって全く違っ

た米になってしまいますし､炊いてから何時間も経

てば､いかにコシヒカリであっても黄色く変色し､

味も落ちてしまいます｡ ･ ･ ･等々｡

今､私が目指している､私が今目指している事は､

焼肉を通じて『家族の良き日の思い出づくり』のお

手伝いが出来れば望外の喜びであり､それこそが仕

事冥利と思っております｡そんな店を目指し､同時

に一人のロータリアンとしても成長して行けるよう､

皆様のご指導を宜しくお願い致します｡
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大熊　博会員
農業
さいたま市緑区大門

6月に内田さんの紹介で入会いたしました大熊です｡

緑区大門に住んでおります｡家族は､母､妻､子供

3人の6人です｡職業は､ハウスでトマト栽培､キ

ュウリ栽培をしております｡私の家は､約400年続い

た家で､私で13代目になります｡平家の嫡流で江戸

時代は武士と聞いております｡お爺さんが地元の大

門小学校の初代の先生で､農業を始めて､今､私が

野菜の栽培をしております｡

経歴は､ 5年前に大門小学校のPTA会長をして､

緑区PTA連合会の会長､さいたま市の常任理事を務

めました｡現在､地元の自治会長で3年目です｡今年､

美園地区自治会連合会の会長､緑区自治会連合会の

副会長を務めております｡日本は会議の多い国だと
つくづく感じております.なかなかロータリーにも出

席できませんが､今後ともよろしくお願い致します｡

岡崎　渉会員
東洋大学名誉教授
さいたま市浦和区北浦和

自己紹介です｡宮城県仙台市で生まれ､小学校の

時から北浦和駅を最寄り駅として浦和住民を続けて
います｡本太小､本太中､武南高校､そして､東洋

大学へと進み､大学時代は､化学･微生物学･酵素

化学を体験してきました｡その後､ ｢アリミノ｣に

就職し､製品開発､品質管理､薬事関係(工業会対

応含む)に従事しました｡

1997年4月に東洋大学4番目のキャンパスとして､

群馬県板倉町に生命科学部が開設され､それと同時
に教員として着任し､本年3月に定年退職しました｡

在職中は､教育･研究活動の他､就職支援､産学

連携等の業務に従事し､現在は､東洋大学に新しく
できた産学連携センターの業務を手伝っております｡

異分野交流から新しい分野を開拓できればと思って
おります｡

趣味･道楽は､汽車旅･写真･岩石鉱物採集で､

時間を作っては､時刻表･カメラを持って出かけて

います｡夜行寝台列車を利用して､移動時間を稼い

でいますが､昨今､ JRの夜行列車が廃止され､行動

範囲が狭くなってきました｡復活を望みたいところ

です｡

特に､ 8月には愛用していた｢北斗星号｣が完全廃

止され､寂しい限りです｡今後は､当クラブの会報｢北

斗星｣に乗って､新しい道を模索したいと思います｡



さいたま新都心RC会長小川毅様　浦和北東クラブの皆様､

本日は表敬訪問にまいりました｡お世話になります｡

さいたま新都心RC幹事渡追浩一様　本日お世話になり

ます｡さいたま新都心RC幹事の渡連です｡本年度井

原ガバナーと併せてよろしくお願い申し上げます｡

町田信行会長　皆様こんにちは｡さいたま新都心RC会

長小川毅様､幹事渡逓浩一様ようこそ､歓迎致します｡

今日は､イニシエ-ション･スピーチです｡宇津野芳

志男会員､大熊博会員､岡崎渉会員よろしくお願いし

ます｡楽しみです｡

横田　元会長エレクト　皆様こんにちは｡いよいよ夏本

番です｡お体ご慈愛下さい｡小川様､渡遵様ようこそ｡

本日のイニシエーション･スピーチ､宇津野さん､大

熊博さん､岡崎さん､楽しみにしておりました｡

浅見　定会員　皆様こんにちは｡さいたま新都心RC会

長小川毅様､幹事渡遁浩一様ようこそおいで下さいま

した｡地区大会の準備ではお世話になります｡

上野拓也幹事　さいたま新都心RC会長小川様､幹事渡

遵様ようこそおいで下さいました｡第2グループ会長

幹事会ではお世話になっております｡宇津野さん､大

熊さん､岡崎さん､イニシエーション･スピーチよろ

しくお願いします｡

大島雅文会員　猛暑にもめげず､早起きし老犬を友に昆

虫とりにいそしんでいます｡子供会へのプレゼントで､

年中行事｡目標､カブト･クワガタ50匹､カラスと

奪い合いです｡

星野和央会員　身内とか､仲間の前でしゃべることは､

いがいと緊張するものです｡宇津野さん､大熊さ

ん､岡崎さん､楽しい話を期待しています｡

豊田愛祥会員　いよいよ鍛える夏になりました｡ 1年を

乗り切るスタミナ作りに適進しましょう｡

熊野義治会員　宇津野会員､大熊会員､岡崎会員､イニ
シエーション･スピーチで緊張がとけますよ｡これか

らロータリーライフを楽しんで下さい｡

金子　努会員　本日､イニシエーション･スピーチ3名

の方々､リラックスしてお話し下さい｡

篠原唯史会員　本日のイニシエーション･スピーチ､宇

津野会員､大熊博会員､岡崎会員よろしくお願いしま

す｡お客様､小川会長､渡逓幹事､今後一年間楽しん

で下さい｡

内田康信会員　さいたま新都心RC会長小川毅様､幹事

渡遵浩一様いつもお世話になります｡一年間宜しくお

願いします｡宇津野芳志男会員､大熊博会員､岡崎渉

会員､イニシエーション･スピーチ楽しみです｡

世非へのプレゼントになろう

斉藤忠治会員　さいたま新都心RC小川会長毅､渡追幹

事､訪問ありがとうございます｡一年間頑張って下

さい｡イニシエーション･スピーチの3人の会員の

皆様スピーチ頑張って下さい｡

囲谷昭吾会員　梅雨明けから連日の暑さで身体を慣れ
させるのが大変な今日です｡特に朝の散歩の時間調

整により一目が左右されますね｡今日の卓話､新会

員の宇津野さん､大熊さん､岡崎さん､期待してお

ります｡気軽にいきましょう｡今日のお客様､新都

心RCの小川会長､渡逓幹事様ようこそお出で下さい

ました｡よろしくお願いします｡

富樫　孝会員　さいたま新都心ロータリークラブ会長

小川毅様､幹事渡連浩一様本日はようこそいらっし

ゃいました｡

鈴木義男会員　本日の卓話､宇津野様､大熊様､岡崎

様イニシエーション･スピーチ宜しくお願いします｡

さいたま新都心RC小川会長､渡逓幹事いらっしゃい｡

石井孝一会員　さいたま新都心RC会長小川様､幹事渡

遵様ようこそ｡宇津野会員､大熊会員､岡崎会員イ
ニシエーション･スピーチ楽しみにしておりました｡

頑r張って下さい｡

吉田律子会員　皆様今日は!　七月になりますと､此

の浦和では､いっせいに夏祭りが行われます｡ 7月

5日より今月いっぱい地域の人々と汗を流しており

ます｡お宮を中心とした日本人のコミニュケ-ショ

ンをはかる民族性は皇室をいただく我々にとってど

んなに素晴らしいか､改めて喜びに浸って居ります｡

此の汗は貴重なものと認識しながら31日の｢ちの輪

くぐり｣が緑区女鰻神社で三時から行われます｡ど

うかお出かけ下さい｡

山中垂則会員　こんにちは!宇津野会員､大熊会員､

岡崎会員､イニシエーション･スピーチ楽しみにし

ております｡

岡崎　渉会員　本日は､趣味･道楽のこと､大学のこ

となどをお話ししょうと思います｡

繰越金97,698円　本日45,090円　計142,788円

*第1337回親睦夜間例会は次号掲載

出席報告

例会日 剔告� 偬����欠席 儉r薐�出席免除 偬��越b�

雷 途��B�48 �3B�10 �"�2 都ゅ#bR�

芸 途�#��48 �32�10 �2�2 都ゅ#bR�

例会日　毎週火曜日12:30-13:30　　会　　長

例会場　浦和ロイヤルパインズホテル　会長エレクト

TEL 048-82711 1 ll

事務局　さいたま市浦和区高砂2-J卜3　　幹

内田ビル3階〒330-0063　　　S A

長事A

TEL 048-814-0450　　　　　　　副幹事

FAX 048-81 4-0460　　　　　　　クラブ広報委員長

町田　信行

横田　　元

浅見　　定

上野　拓也

羽鳥　和夫

鈴木寿和･飯田晃生

大熊　勝巳
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