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奉 仕 を通 じて平 和 を
第１６９１回例会

プログラム

その後お食事をする予定になっております。最後
の例会には、多くの方々のご出席をお願いいたし

12:30

開会点鐘

ます。さて先日 26 日のゴルフコンペでは、出野

国歌斉唱 「君が代」

さんが優勝されましておめでとうございました。

ロータリーソング・奉仕の理想

今回は６組(24 名)の参加者でとても盛り上がり、

ターゲット唱和・四つのテスト

いつもの例会より人数も多く新しい方も入り楽し

お客様ご紹介

い１日でございました。

会長挨拶・報告

本日の卓話は、埼玉西武ライオンズ取締役の竹内

新会員入会式

様にお話しをしていただきます。野球界のいろいろ

幹事報告

なお話しを楽しみにしております。

各委員長報告
卓話

新入会員ご紹介

出席報告

斉藤会員から、６月に入会

ニコニコＢＯＸ報告
13:30

斉藤博一会員から

予定の正田秀幸様のご紹介

閉会点鐘

正田様からひとこと

「正田と申します。斉藤さん
からのご紹介で入会させて

第１６９０回例会

いただきます。どうぞよろしくお願い致します。」

≪幹事報告≫
開会点鐘

幹事

押目 重夫

・ロータリーレートの変更、６月から 100 円

ロータリーソング 「手に手つないで」

・久世パストガバナーからのお知らせで映画「フタバ
から遠く離れて」の上映会を 7 月７日(日)市民会館

≪お客様紹介≫

副会長

埼玉西武ライオンズ取締役

柴田 覚

竹内 晃治 様

埼玉西武ライオンズ営業部マネージャー
小野 慶

大宮にて午後２時から上映。ＮＰＯ教育支援協会か
らチケット２０枚(無料)いただいております。
・山崎副会長を中心に活動しております書き損じはが

様

きですが、切手シートに換えまして皆様に購入して
いただき、ネパール支援にさせていただきます。80
切手 100 枚で１シート、あと 30 シートございます。

≪会長挨拶・報告≫
会長

佐藤 誠

皆様こんにちは、最初のお手元のお配りしました埼玉
朝日新聞をご覧ください。一面に黒臼洋蘭園が載って
おりますが、その中に染谷菖蒲園の記事も載っていま
した。最後の例会では、この菖蒲園を見学しまして、

・ロータリー手帳ができましたので、お持ち帰りくだ
さい。
・埼玉朝日新聞ですが媒体は朝日新聞のさいたま市版
ということで２０万部発行、100%の確立で掲載できま
すのでご利用下さい。

≪各委員長報告≫

斉藤 博一会員

久世パストガバナーからのお知らせで映画「フタバから
遠く離れて」の上映を７月７日(日)市民会館おおみやに
て上映いたします。ご出席をよろしくお願いいたします。
また、先日のゴルフコンぺには多くのご参加ありがとう
ございました。優勝は出野さん、準優勝は村川さん、３
位は黒臼さん、そして次年度会長の宗像さんのデビュー
しましたので、また来年も２回位を予定しております。
次年度も、多くのご参加をよろしくお願いいたします。
地域社会奉仕委員長

渋谷 佳孝

３月 30 日に見沼たんぼ桜ロード
プロジェクト記念植樹式を行いま
して大宮南ＲＣから１本、国際Ｒ
Ｃ2770 地区から２本の桜をご寄贈
いただきました。当日は地域の方々
各団体の方々など多くの方がご参加下さいました。８本
植えて２本がご機嫌ななめになってますが、お近くに来た
際には、ご覧になっていただきたいと思います。

外部卓話

５、野球界発展のために というファンの皆様が望ん
でいることを考え発展してきました。その中でも地域
密着ということで立ち上がり成功おさめることができ
てきました。2008 年に「埼玉」と名を付けてからライ
オンズも球団と球場を一体化し、(株)西武ライオンズ
がすべてを運営することにいたしました。そしてここ
大宮県営球場で主催ゲームをやることも、「埼玉」と
名前た目玉になりました。初年度はライオンズクラッ
シックと称して、西鉄ライオンズ時代のユニホームを
着用して試合を行いました。年々、大宮での試合数も
増やしておりますし、我々もさいたま市内、県内の企
業の方々とパートナーシップを組んでやらせていただ
きたいと思っております。昨年からは、アカデミーと
いう事業を行っています。これは元プロ野球選手が子
どもたちに野球を教えるスクール事業で、大宮球場で
も始めます。今年度は「埼玉」となって６年目でござ
いますが、今シーズンはファンクラブに入った方に、
ユニフォームをプレゼントさ せていただきます。また
６月２１日の試合では、選手のユニフォームに埼玉と入
れたものを着用いたします。

埼玉西武ライオンズ取締役
竹内 晃治 様

テーマ

３．感動とともに ４．フェアプレーの精神

「埼玉西武ライオンズと地域密着」

ぜひ、皆様も球場へ一度お越
しになり、ライオンズの試合
をご覧ください。本日はあり
がとうございました。

ご紹介にあずかりました埼玉西
武ライオンズの竹内と申します。
本日は「埼玉西武ライオンズと

≪出席報告≫
会員数３８名

張 信子会員

出席数１８名

出席率 47,36%

地域密着」と題しまして西武ラ
イオンズが「埼玉」と変えた 2
008 年この年を我々は球団改革と言っておりますが、その

本日の合計 ￥２８０００

前後の歴史的なお話しをさせていただきます。その前に自

一昨日はゴルフコンペで優勝させて頂きありがとう

己紹介をいたします。今年４８歳になり、元々(株)プリン

ございました。前回優勝の村川さんより前回賞品も

スホテルに入社し軽井沢プリンスホテルを得て、国土計画

頂き最良の日でした。今日は多忙ですが、休むわけ

本社の広報を１２年半やり、2004 年から 2008 年まで西武

にはいかなくなっちゃいました。西武ライオンズ頑

ライオンズの広報部長として出向していました。その後西

張れ！(出野) 日曜日のゴルフ大変お世話になりまし

武ホールディングスに３年いて 2011 年にまた西武ライオン

た。本日５月 28 日はゴルフの日だそうです(黒臼)

ズに戻って参りました。今、プロ野球１２球団ありますが

26 日大宮南ゴルフコンペお疲れ様でした。出野会員

県庁所在地に球団の本拠地がない球団をご存知ですか？そ

ハンデに恵まれておめでとうございます(斉藤)

れは西武ライオンズと阪神タイガースです。我々は福岡の

竹内様、本日は卓話ありがとうございました。地元

西鉄ライオンズから所沢に来たのが 1979 年のシリーズから

埼玉県のチームとしてこれからも応援しております

で、1978 年 12 月に会社が設立されその当時は根本監督の下

県営大宮球場での開催も毎年楽しみにしております

3 年間Ｂクラスで低迷していましたが、４年目に平岡監督に

正田様ようこそ、来週の入会式よろしくお願いします

なりパリーグ優勝そして日本一となり、チーム育成がうま

(佐藤・押目) アルディージャとライオンズの優勝で

くいきながら強い球団になりました。2004 年に西武鉄道の

大宮をぜひ盛り上げて下さい(渋谷) 西武ライオンズ

有価証券報告書虚偽記載を発表し 2007 年にはスカウト問題

勝って埼玉に経済発展させて下さいませ！！(藤井)

などもあり、たくさんの方々からパッシングを受け調査委

西武ライオンズ大ファンです(堀田) 西武ライオンズ

員会を作り、ファンの方、監督、コーチ、選手、西武ホー

頑張れ！(龍前) 竹内様、卓話ありがとうございまし

ルディングの方、いろんな方々にアンケートをし 2007 年に

た(山崎・八木・柴田・阪・福地・宗像・樺沢・大沢)

西武ライオンズ憲章を作りました。この憲章は５つの項目

６月から入会させて頂きます宜しくお願いします(正田)

に分かれていて、１．ファンとともに ２．地域とともに

本日の司会 ： 黒臼 秀之会員

第１６９１回例会
会員卓話

矢崎 博会員
テーマ「エンジョイ ロータリー」

６月４日(火) サンパレス

12:30 点鐘

