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奉仕を通じて平和を
第１６５８回例会プログラム
12:30

13:30

≪会長挨拶・報告≫
会長

開会点鐘

佐藤 誠

国歌斉唱「君が代」

皆さんこんばんは、本日はアルピーノさんでのイブニ

ロータリーソング

ング例会です。久しぶりにラジャン君も来てくれまし

ターゲット唱和・四つのテスト

てこの後、黒臼委員長から報告があると思いますが、

お客様紹介

11 月にネパールに学校支援に行くということでラジャ

会長挨拶・報告

ン君には現地での手配などをしてくれてると聞いてい

今月のお誕生日

ますのでとても楽しみにしています。そして本日は大

幹事報告

宮シティーＲＣから大勢の皆様に来ていただきました

各委員長報告

。斉藤ガバナー補佐の方針の中でグループ内の新しい

外部卓話

メンバーを含めてそれぞれのクラブのメイキャップを

出席報告

したらどうかというお話しがありまして、それに加え

ニコニコＢＯＸ報告

て大宮シティーＲＣからガバナーノミニーに浜野先生

閉会点鐘

が決まったとのことで、今回このように大勢の方々に
来ていただけたと思っています。ぜひ今年度中に我々

第 １６５７回 例 会

も同じようにそちらにお邪魔する機会を取りたいと思
っています。さて今日の卓話ですが、株式会社ひびき
の日疋様にお願いしておりまして、とても興味あるお

ロータリーソング 「手に手つないで」

話しをしていただけるようで期待しています。今年度

≪お客様紹介≫

は樺沢プログラム委員長が非常に熱心にがんばってお
副会長

柴田 覚

りまして年内の卓話の予定はすべて決まっているとの

日疋 好春様

ことで、例会を楽しいものにするという今年度の方針

蓜島 一弘様

に会員のみなさんが一生懸命答えていただいてくれて

〃

蓮見 直彦様

本当に感謝しています。

〃

吉田 耕之様

〃

永井

〃

戸辺 一郎様

〃

沖田 定男様

〃

伊藤

悟様

皆さんこんばんは、今日は大勢

〃

佐々木 修様

で参りましてこの例会の雰囲気

〃

吉田

を見せていただき若い会員がひ

株式会社ひびき代表取締役
大宮シティーＲＣ会長

厚様

茂様

前年度米山奨学生
シュレスタ ラジャン クマル君

≪お客様ご挨拶≫
大宮シティーＲＣ会長

蓜島 一弘様

とりでも多くメイキャップに行

かれるようにと思いまして連れてまいりました。

結果承認されました。

今日は、私と一緒に１５周年実行委員長の沖田委

・新入会員オリエンテーション・親睦会等につき

員長にも来てもらいましたので、お話ししていた

ましては１０月中に開催の予定です。後日ご案

だきます。

内いたします。

15 周年実行委員長
沖田 定男様 (左)

≪各委員会報告≫

皆様こんばんは、公私

会員増強委員長

共々たいへんお世話に
なっておりありがとう
ございます。また斉藤ガバナーにはいつもご指導
いただきありがとうございます。来年４月２０日

宗像 英明

新会員候補者の用紙を提出
よろしくお願いいたします。

(土)に１５周年式典を開催しようと考えています。
それ以外に私たちは、東日本大震災で震災に遇わ
れた方々に支援を行っておりその中で桜の木の植
樹イベントを考えております。そのために１１月
８日にチャリティーゴルフを開催いたします。ぜ
ひ皆様にもご参加をお願いいたします。また私ど
もＲＣの会員であります浜野さんが 2014.2015 年
度にこの地区のガバナーをやることになりまして
その際は、また皆様にご協力をお願いすることに
なりますが、ぜひよろしくお願いいたします。

奉仕プロジェクト部門委員長

黒臼 秀之

奉仕プロジェクト部門として
ネパールの学校教材支援とい
うことでラジャン君を含めて
７名で行って参ります。理事
会の中でもクラブ全体で支援するということで盛り上
げていければとのお話しですので皆様にも支援の募金を
お願いいたします。例会時に置いておきますので支援の

大宮シティーＲＣの
皆様

ほうよろしくお願いいたします。

外部卓話
テーマ「埼玉の名物を作る」

前年度米山奨学生

株式会社ひびき代表取締役

シュレスタ ラジャン クマル君

日疋 好春様

皆さんこんばんわ、川越から来ました日疋でござい
ます。私どもはおもに東松山から川越の縦のライン

皆さんこんばんは、おひ

が事業領域ですが地元の仲間と埼玉県や川越という

さしぶりです。まだ大宮

文字が世界の地図の中に当り前に載せられないもの

南ＲＣの方々のこと忘れ

かと考えながら商いをやっております。では、なぜ

ていません。いつも顔出

そのようなことを思ったかお話しさせていただきま

して挨拶に行かないとと

す。私どもは元々新大久保に住んでおりましたが空

思って今日になってしまいそろそろ帰国することにな

襲で焼き出され東松山へ逃げて来ました。そこで日

りました。私は大宮南ＲＣに来ると自分のふるさとに

疋養鶏・養豚場という自営業をやっていましてどう

来たようなうれしさを感じます。今は黒臼洋蘭園で働

にか輸出で外貨を稼ごうとしましたがうまくいかず

きながら研究を続けています。この度はネパールの学

父が連帯保証人になっていたお店がこげ付いてしま

校教材支援をしていただき感謝しています。本当にう

い借金取りの暴力団が毎日家に来ていました。借金

れしいです。１１月に来ていただくのを楽しみに国で

の金額は約７億で自己破産も考えたようですが、母

準備して待っています。気をつけていらして下さい。

の実家の土地などもありましたのでなんとかその日

本当にうれしいです！

の日をつないでおりました。私は高校卒業して浦和
へ行き当時ＦМ埼玉が始まったばかりでそこで働か
せていただいてました。そして２０歳で独立しまし

≪幹事報告≫
幹事

押目 繁夫

理事会報告
・１０月のプログラムのお知らせ
ネパールの学校支援体制や予算等について協議の

て仕事をしていました時、仙台の仕事で現地へ行っ
たらいろんな名物がありその中に牛タンがありまし
て「うちの父がやっていたみそだれの焼きとり・焼
き豚も埼玉の名物になるのではないか？」と思いま
した。しかし銀行や保障協会からは「身内に求償債

務者がいるから」ということで断られてしまい、ともかく

に大変お世話になりました。本日はよろしくお願い

まともな人間になりたいと思い、次にフランチャイズの

いたします(伊藤) 初めて大宮南ＲＣクラブへ参り

パン屋をやりましたがそれもうまくいかず、そんな中、西

ました。本日はよろしくお願いいたします。(蓮見)

武鉄道の仕事で駅ビルでうまいもの市を開催した時にあ

本日は多勢で押しかけてすみません。よろしくお願

る出店者がドタキャンをしまして、それを埋めるために

い致します(吉田耕之) 本日はよろしくお願い致し

「本場の東松山名物、みそだれの焼きとり・焼き豚ひび

ます(吉田茂・戸辺・佐々木) 本日は多くのお客様

き」と看板を立ててやりましたら好評で、それから川越

にお越し頂きましてありがとうございました。大宮

の商店街の方に紹介され小さなお店を出させていただき

南ＲＣクラブのイブニング例会をお楽しみ頂けまし

商工会議所に入りました。裁判のことやお金のことなど

たでしょうか？日疋社長、貴重な卓話をありがとう

いろんな面で商工会議所の方々にはご指導いただき私は

ございました。お土産までいただいて大変恐縮です

地元で拾ってもらい会議所で育てていただき何とか人並

大宮シティーＲＣの皆様、今度は私達も伺いますの

みになれました。だから埼玉の名物を作るとしたらすべて

でよろしくお願いします。ラジャン君帰国直前に来

のものを地元で作りたいと思っています。今Ｂ級グルメと

てくれてありがとう、お元気で(佐藤・押目) 大宮

いう言葉がありますが、それを作っている方々は自分の街

シティーＲＣの蓜島会長、他大勢での参加ようこそ

に誇りを持っています。そしてその食べ物からふるさとへ

山崎) 日疋様、卓話ありがとうございました。大

のアイデンティティが持てるのかなと思いました。たかが

宮シティーＲＣの皆様ようこそ(柴田・八木・高橋・

焼き鳥ですが、人々にこの味だけはどこにでも自慢でき負

橋本・宗像・樺沢) お客様ようこそ(矢崎・斉藤・

けないという気持ちでふるさとの味になり、私を拾って下

大沢) 日疋様、卓話ありがとうございました(服部

さった方々へのご恩返しができればうれしいです。そして

矢野・鎌田・溝口・福地・阪) 日疋様、卓話ありが

本日は東京国際フォーラム店オープンということで埼玉

とうございます。大宮シティーＲＣの蓜島様に、睨

県のアンテナショップとして始めましたので、ぜひお越し

まれるといつもドキドキしております。ラジャン、

下さい。本日は、ありがとうございました。

気をつけて！(杉村) ラジャン君、ネパール支援成
功させましょう(黒臼) 日疋先生、卓話ありがとう
ございました。何時ぞやはごちそうになりました。
またお願いします（堀田） 皆様、だいぶ涼しくなり
ました。お体を大切にお過ごし下さい(藤井)
本日の司会者 ：ＳＡＡ 鎌田 晃

第１６５８回例会

たいへん貴重なお話し
ありがとうございました

セレモニー

(会長)

外部卓話

テーマ「私の倫理経営と野球人生」
マルキュー（株）代表取締社長

≪出席報告≫

宮澤 政信 様
樺沢 二郎会員

会員数４０名

出席２２名

出席率５５％

本日の合計￥３６０００
斉藤ガバナー補佐、いつもお世話になっております。
佐藤会長本日は多くの会員でお邪魔させていただき あ
りがとうございます。素敵な例会を見させていただき
ました(蓜島) ２０１３年４月２０日創立１５周年式
典の参加お待ちいたしております(沖田) 佐藤会長南
三陸支援では大変お世話になりました。歩いて１分の
隣から来ました。今日はよろしくお願いいたします。
(永井) 昨年度は八木（直前）会長・大沢(直前)幹事

１０月２日（火）

サンパレス

12:30 点鐘

