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第1340回

2015年8月25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｢2770地区の歌｣

卓　話｢サッカー界の課題｣サッカー選手､

クラブスタッフ両方の視点から

浦和レッズ㈱パートナー営業部

堀之内　聖様

第1341回

2015年9月1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｣

卓　話｢米山奨学生と地区委員の卓話｣

米山記念奨学生　谷　雨さん

地区米山記念奨学委員会委員

地区テ-マ

ロータリーを学ぼう､そして楽しもう

第1339回･2015年8月18日(火)

司会　鈴木寿和副幹事

点　　鐘12:30　町田信行会長

ソ　ン　グ｢それでこそロータリー｣

ソングリーダー豊田愛祥会員

会長挨拶　町田信行会長

お客様紹介　浅見　定副会長

幹事報告　上野拓也幹事

ご挨拶　さいたま中央ロータリークラブ

会長　松本輝夫様

8月の誕生祝い　町田信行会長

委員会報告　クラブ管理運営委員会
中川泰次郎親睦活動担当委員長

国際奉仕プロジェクト委員会
柳寿美恵委員長

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
富樫　孝プログラム担当委員長

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　大島雅文会員

星野和央会員

点　　鐘13:30　町田信行会長



ナしき-象

2週間ぶりの例会です｡皆様お元気でお過ごしだ

ったと存じます｡本日は､さいたま中央ロータリー

クラブ会長松本輝夫様､幹事の井山一男様がお見え

になっております｡歓迎致します｡

相変わらず暑い日が続いておりますが､ 8月4日

にガバナー公式訪問を無事終了致しました｡皆様の

ご協力に深く感謝を申し上げます｡また､ 8月8日

に地区管理運営部門セミナーが川口で開催されました｡

金子努委員長と私の二人で出席してきましたo　最後

の地区部門セミナーでした｡

今月は｢会員増強拡大月間｣でしたが､日本事務

局より､ ｢会員増強新クラブ結成推進月間｣に変更

の連絡が届いております｡いずれにしましても､長

年の目標であります会員数50名以上にむけて取り組

んでまいりたいと思います｡皆様のご協力を重ねて

お願い申し上げます｡

先週は終戦記念日を迎え､また､お盆でもあり､

皆様も親戚まわりなどお盆の行事で大変忙しい一週

間ではなかったかと思います｡

お盆とは孟蘭盆会(うらぽんえ)の略です｡この

孟蘭盆会に古くからの農耕儀礼や先祖崇拝などが融

合してできたのが日本のお盆です｡

その昔､お釈迦さまの弟子の一人､目連尊者(も

くれんそんじゃ)が神通力で亡くなった母親が餓鬼

道に落ちて､逆さ吊りにされて苦しんでいると知り

ました｡

なんとか母親を助けたいと考えた日蓮尊者がお釈

迦様に相談したところ､夏の修行期間が終わる7月15

日に僧侶たちに多くの供物を捧げて供養すれば救わ

れると仰り､目連尊者がその通りにすると母親は極

楽往生を遂げることができたそうです｡それ以来､ 7

月15日は父母やご先祖様に感謝をささげ､供養する

重要な日となりました｡

終戦から70年が経ちました｡戦争で亡くなられた方々

の犠牲のうえに私たちが成り立っているのかなと思

います｡

本日は会員卓話です｡ ｢チャーターメンバーによ

るロータリーの30年間の魅力｣と題して､宮崎会員､

大島会員､星野会員にお話しを頂きます｡我がクラ

ブの30年間の歴史と魅力を存分に語っていただきた

いと思います｡どうぞよろしくお願い致します｡

rtt非への

プレゼントになろう

□8月19日､第3回第2グループ会長幹事会が開催

されます｡町田会長､幹事上野出席｡

□第3回定例理事会を8月25日､ 10:30より当ホテル

3階｢常盤｣で開催します｡ (9月1日の変更)

さいたま中央RC

会長松本輝夫様

町田会長には大変お世話になっております｡あり　へ
がとうございます｡さいたま中央ロータリークラブ

は今年50周年を迎えます｡来年3月頃に周年事業を

企画しております｡後日､ご案内させて頂きますの

でどうぞよろしくお願い致します｡

中川泰次郎親睦活動担当委員長

新会員歓迎会のご案内

日時:平成27年8月24日(月)

会場:宇津野芳志男会員の｢八山｣

現在17名の参加､皆様の御参加をお願い致します｡

柳寿美恵国際奉仕プロジェクト委員長
□9月18日､フィリピンで栄養の悪い子供たちに食

事をというプロジェクトを行います｡皆様の御参加
をお願い致します｡本日締切｡

ロノーザングアムRCの創立40周年記念が10月10日

に行われます｡後日ご案内させて頂きますのでよろ

しくお願い致します｡
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会員個人である私にとってのロータリーの魅力とは､

多くの人々との出会い､交流であり､異業種交流､情報

交換の場であり､社会活動､奉仕活動の場である｡

さて､ロータリーの魅力と共に､存在価値とは何でし

ょうか｡会員にとって､家族にとって､会社にとって､

社会にとって､時には色々な角度から考える事も必要で

しょう｡

今年のテーマである｢平和･世界平和｣について思い

を馳せました｡世界的には実に多くの紛争があります｡

民族･人種･宗教､こんな雑多な国にあっては価値観も

多様で､交流も難しいでしょう｡

ロータリークラブを含めて､本来クラブというのは､

価値観を共有できる人間同士の限られた会員による交流

の場なのかなと思います｡

日本の場合は､上述の深刻な対立もなく､クラブのあ

り方も大衆化し､誰でも参加しやすい方向なのでしょう｡

人間､満たされれば不満･不安が消え,争いが消滅する

という事であれば良いのですが､そう簡単な話ではあり

ませんね｡

宮崎　康バスト会長
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ロータリー30年間の魅力という事ですが､現在の会

員数は48名で､その内､チャーターメンバーが8名に

なっております｡そこで､創立当時の事を少し話したい

と思います｡

そもそもは､浦和ロータリークラブで､そろそろ新し

いクラブをつくろうという事で､拡大委員会なるものが

出来ました｡先ずは､市議会議長の武内さんの所へ話が

行き､その後､地元の有力者である斉藤さん､星野さん､

そして私､小久保さん､大島さんと6名が発起人になり､

新クラブを創る事になりました｡

浦和ロータリークラブからは､特別代表(クラブ創立

までの代表者)として落合豊さん､ガバナー代理として

鈴木正義さんが来て頂き､キーマン(ロータリー経験者)

なしで設立準備をする事になりました｡

先ずは､ 25名以上のメンバーを集める事です｡この

話は長くなるので次の機会にしますが､何とか25名の

目処が付きましたが､決めなければならない事が沢山あ

りました｡かなりの準備が出来たところでRIに申請し､

1987年(昭和62年)5月26日に設立総会を行い､翌6月

26日に正式に浦和北東ロータリークラブとして承認さ

れました｡

いよいよ翌週からは新しい年度で､武内会長､斉藤副

会長､宮崎幹事､大島副幹事､小久保SAA､星野会計で､

又､各委員長さんが選ばれ､ 10月に行われる認証状伝

達式(チャーターナイト)の準備を行うことになりました｡

各クラブへのキャンペーンが大変で､私も阿部ガバナー

(浦和東RC)と共に公式訪問に同行し　20ヶ所位廻ったと
′ー　思います｡

そして､その年の10月1 E]に文化センターの大ホー

ルで､ 1000名を超す､お客様､ロータリアンを招いて

盛大に行われました｡

本題のロータリーの魅力ですが､私にとって､社会人

になってからは地元に仕入先､お得意先も関係者になく､

もしもロータリークラブに入会していなければ､とても

さみしい人生を送っていたと思います｡どうぞ､皆様も

積極的に出席し､沢山のロータリアンの友達を作って下
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大島雅文バスト会長

約70年間の生の中で､事業主として48年間､結婚生

活40年間､ロータリー暦30年間､実に長期間の係わり

である｡

星野和央バスト会長

｢気がつけば30年｣

創立した時､私は52歳でした｡なぜ30年間もロータ

リアンでいられたのかを話します｡

私は､はじめロータリーは嫌いでした0 1987年のそ

の頃､いま緑区の三宝小学校､木崎中学校のPTA会長を

務めていました｡併せて浦和市PTA連合会会長､埼玉県

PTA連合会副会長もしており､奉仕に明け暮れていたの

で､これ以上､ロータリーに入会して社会奉仕はゴメン

だと思っていました｡

その時､初代会長を務めた旧知である武内元一氏から

誘われて発起人になったのがご縁となりました｡

はじめの仕事が､武内氏の例会における｢会長挨拶｣

を筆記し､その日のうちに原稿を渡すことでした｡出版

業をしていた私に頼んでこられたので､一年間続けまし

た｡その後､ ｢ロータリーの友｣地区委員､常任委員､

｢2770地区の歌｣の作詞､ガバナー補佐を依頼され､ ｢星

野はロータリーのプロではないか｣とひやかされたこと

もあったが､基本は｢職業奉仕｣でした｡自分の職業を

通じて､ロータリー活動をおこなうことに坦々と取り組

んだからです｡

これらの経験から｢日常の生活､仕事では出合えない

人たち｣との交流が､いやがうえにも増えてきた｡自分

のクラブだけでなく､第一･第二グループ､ 2770地区､

さらに全国的にと広がっていきました｡お金では求めら

れない財産となったわけです｡ ｢お友だち｣だけの交流

から一歩も二歩も前進しました｡ロータリアンとして30

年間続けてこられた理由です｡



さいたま中央RC会長松本輝夫様　さいたま中央ロータ

リークラブ本年度会長の松本です｡さいたま中央RCは､

本年50周年を迎えます｡来年3月に周年事業を企画

することになりました｡どうぞ宜しくお願い致します｡

さいたま中央RC幹事井山一男様　ご挨拶に伺いました｡

今年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｡さいたま中央RC会長

松本輝夫様､幹事井山一男様ようこそ!!今日は会員卓

話です｡宮崎会員､大島会員､星野会員よろしくお願
い致します｡

横田　元会長エレクト　皆さんこんにちは｡本日の卓話

楽しみにしておりました｡宮崎さん､星野さん､大島

さんよろしくお願い致します｡尚､本日例会終了後､

第29期吉田会長年度決算総会です｡よろしくお願い

致します｡

浅見　定会員　星野和央会員､宮崎康会員､大島雅文会

員､本日の｢チャータ-メンバーによるロータリー

30年間の魅力｣よろしくお願い致します｡さいたま

中央RC会長松本輝夫様､幹事井山一男様ようこそ｡

上野拓也幹事　さいたま中央RC会長松本輝夫様､幹事

井山一男様ようこそおいで下さいました｡歓迎致しま

すo　明日開催されます第3回会長幹事会ではお世話に

なります｡よろしくお願い致します｡

大島雅文会員　ショートスピーチを依頼されましたo

中継役を相務めます｡

星野和央会員　本日の例会､卓話というより発起人たち

のグチ話を語ることにして下さい｡

熊野義治会員　本日は先輩会員の卓話､これからの人生
の参考にさせていただきます｡

豊田愛祥会員　ノ-ザングアムロータリークラブから

10月10日(土)に創立40周年記念の例会をやるから来

てほしいと連絡がありました｡記念ゴルフもあるそう

です｡グアム観光かたがたお出かけになりませんか｡

金子　努会員　本日の卓話のお三方､宜しくお願い致し

ます｡

篠原唯史会員　金子努さんと一緒に1989年12月19日に

入会しました｡入会時36才､現在62才｡私の人生も

ロータリークラブと共に粁余曲折ありましたが有意義

な時間でしたo　さいたま中央RC会長松本輝夫様､幹

事井山一男様ようこそ!!一年間楽しんで下さい｡

閲谷昭吾会員　お盆も終わり､天候も秋に向かって落ち
つくかと思われましたが､まだまだ猛暑は続きそうで､

その上､台風が連続発生しているようですね｡

世界へのプレゼントになろう

今日の卓話､チャーターメンバー3人の会員様､仲

よくケンカをしないでお手やわらかにお願いします｡

富樫　孝会員　さいたま中央RC会長松本輝夫様､幹事

井山一男様歓迎申し上げます｡

鈴木義男会員　本日の卓話､チャーターメンバー宮崎

会員､星野会員､大島会員宜しくお願いします｡

石井孝一会員　チャーターメンバーの宮崎康会員､星

野和央会員､大島雅文会員､本日の卓話宜しくお願
い致します｡例会後クラブ総会が有りますので宜し

くお願い致します｡

吉田律子会員　お天気が不安定ですネ｡本日は､お三

人の先輩方のお話を受け賜ります｡でも恒例の高校

野球もいよいよライマックスを迎えます｡選手は勿論､

家族一丸となってこの時を迎えている事に只々感謝

して見ています｡日本の輝かしい未来を感じます｡

吉村千秋会員　宮崎会員､星野会員､大島会員､本日
の卓話よろしくお願い致します｡ニコニコ奮発致し

ました｡

宇津野芳志男会員　宮崎さん､星野さん､大島さん大

先輩の卓話楽しみにしています｡

岡崎　渉会員　昨日は涼しかったのですが･ ･ ･｡ま

だまだ暑い日が続きそうです｡

繰越金192,788円　本日43,000円　計235,788円
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囲谷　昭吾会員(8月14日)

内田　康信会員(8月18日)

中川泰次郎会員(8月23日)
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例会日　毎週火曜日12:30-13:30

例会場　浦和ロイヤルパインズホテル
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事務局　さいたま市浦和区高砂2-4-3

内田ビル3階〒330-0063

TEL 048-81 4-0450

FAX 048-81 4-0460

会　　長

会長エレクト

副会長
幹　　事

S A A

副幹事
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


