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大 宮 南 ロータリークラブ週 報
№１２２６／第 １７０６回 例 会 ・ 10／１（１０/８発 行 ）

会長 宗像英明

創 立 ：昭 和 53 年 ６月
例 会 日 ：毎 週 火 曜 日 12:30～13:30
会 場 :サンパレス

副 会 長 八 木 嘉 奈 枝 ・柴 田 覚

事 務 局 ：さいたま市 大 宮 区 ２－５１－８コーポＫＥＮ４０６

048-645-0180

幹事 堀田敏広
FAX048-648-2188

“Ｅｎｇａｇｅ Ｒｏｔａｒｙ Ｃｈａｎｇｅ Ｌｉｖｅｓ”
ロータリーを実 践 し、みんなに豊 かな人 生 を
第１７０７回例会
18:30

19:30

プログラム

開会点鐘
ロータリーソング
お客様紹介
会長挨拶・報告
幹事報告
各委員長報告
卓話
出席報告
ニコニコＢＯＸ報告
閉会点鐘

第１７０６回例会
・開会点鐘
・国家斉唱「君が代」
・ロータリーソング「奉仕の理想」
・ターゲット唱和・四つのテスト(福地会員)

≪お客様紹介≫

副会長
柴田 覚
国際ロータリー第２７７０地区ガバナー補佐
浜野 英美 様
公益社団法人 やどかりの里 常務理事
浅見 典子 様
公益社団法人 やどかりの里 すてあーず代表
宗野 文
様

≪会長挨拶・報告≫

会長 宗像 英明
皆様こんにちは、本日はお客様にガバナー補佐の浜野様
やどかりの里の浅見様・宗野様にお越しいただきました。
また、転勤等の報告がございます。足利銀行の芝野様が
宇都宮へ転勤されました。またリクシルの永渕さんの替
りに熊本様に本日はオブザーバーとしてお越し頂きし

て併せて会員変更ということでよろしくお願いい
たします。先週もお願いいたしましたが 11 月 10
日(日)に開催いたします地区大会と 10 月 22 日(火)
は日本銀行見学もございますので、併せてご出席お
願いいたします。寄付のほうですが、阪会員から財
団へ寄付していただけるとのことで、また柴崎会員
からも米山記念奨学会への寄附をしていただけると
いうことで、誠にありがとうございます。
本日も法律小話をさせていただきます。先日、
甘利内閣府特命担当大臣のお話しを聞く機会があ
りまして、弁護士として気になることがありまし
た。保証債務についての改正・改革をしようとの
ことですが、保証といいますと基本的にはお金を
借りた人(借金のある人)に代わりにその人が払え
ない時に払うというのが保証(人的担保)だと言い
ます。保証と言いますと連帯とついてることがあ
りますが法律的にいうと保証債務と連帯保証とは
まったく性質がちがいます。連帯になると主債務
者が払う払わない関係なく連帯保証人には債務が
きてしまいます。保証人の場合には、お金を借り
た人に請求して下さい(催告の抗弁権)というのが
ありますが、連帯とつくとそれがなくなりますの
で、主債務者に返せる能力があっても連帯保証人
に請求がかかり、お金を借りた人と同じ責任を負
うことになりますので連帯とつく時はよく条項を
見ていただきたいと思います。また会社が個人保
証するということがありますが、これも連帯とつ
いていると思いますが、会社が資金繰りに困り倒
産した場合、会社の破産に合わせて社長も破産し
なくてはいけなくなります。先日の甘利大臣の話
しの中で、会社が借金をした時に、必ず代表者が
個人保証するようなシステムは、ちがう制度に変
えていかなくてはいけないとお話ししていました。

・職業奉仕委員会から講演会のお知らせ
・次回の例会(10/8)夜間例会 18:30～アルピーノ

１０月の誕生日
１７日
３０日

矢崎 春江さん
東田 百合さん

１８日 張

信子さん

≪

≪各委員長報告≫

おねでとうございます！
地域社会奉仕委員長 堀 泰之
１０月１３日(日)10:00～
やどかりの里のバザーへのご
参加をよろしくお願い致します

≪お客様ご挨拶≫
国際ロータリー第２７７０地区ガバナー補佐
浜野 英美 様

わ

皆様こんにちわ、ガバナー公式
訪問以来でございます。宗像会
長・堀田幹事には大変お世話に
なっております。今日はお礼と
お願いに参りました。次年度、
わたくしがガバナーになりまし
た際の副幹事として、佐藤直前会長・押目直前幹事お二人
の推薦をいただきまして誠にありがとうございます。
また 11 月９・10 日と地区大会が開催されます。一般会
員の方は 10 日(日)さいたま市文化会館のほうへご参加を
お願いいたします。テーマは「まつりだ、わっしょい！ロ
－タリー」ということで、出店があったり、かくし芸をや
ったりいたします。10 月７日には地区ゴルフコンペもござ
いますのでよろしくお願いいたします。

公益社団法人

やどかりの里

常任理事

浅見 典子 様
皆様こんにちわ、10 月 13 日のバ
ザーに関しては、品物を提供して
いただきましてあるがとうござい
ました。また当日は堀さん他会員
の方々にお手伝いいただけるとい
うことで誠にありがとうございます。本日は 11 月 29 日に
開催されますチェコ少女合唱団コンサートのお願いに参
りました。担当の宗野よりご説明いたします。

公益社団法人

やどかりの里

すてあーず代表
宗野 文 様

やどかりの里の宗野でございます。
今回やどかりの里でチェコ少女合
唱団イトロのコンサートに取り組
むのは３回目になり震災後初めて
開催で、私たちの仲間や施設も被
害を受けています。震災での学びをきちんと活かしてこの
さいたま市で地域とのつながりを作っていくことを考え
ながら今、企画をしています。今回のコンサートは２部構
成で１部ではカメラマンの大西暢夫という方のトークシ
ショーをやらせていただきます。２部ではチェコ少女合
唱団イトロの方々に歌っていただきます。ぜひチケットの
ご購入でご協力をお願いいたします。併せてコンサート当
日パンフレットの中に広告を載せていければと思ってお
りますので、掲載のほうもご協力お願いいたします。

≪幹事報告≫ 副幹事 張 信子
・大宮シティＲＣから「ラオス＆日本まつり」10/20
ラオス大使館にて開催のご案内
・やどかりの里 11/29 コンサートチケット購入ご案内
・社会奉仕委員会からキャラバン受け入れのお願い、世界
遺産登録の推進

ロータリー情報委員長 山崎 光夫
「ロータリーの友」10 月号
Ｐ６・Ｐ８～Ｐ14 は必読です！

卓 話

柴 田

覚 会員

今日は卓話のお時間をいた
だきましてありがとうござ
います。私は昭和 23 年６月
青森県の八戸で生まれました
両親は秋田出身ですが、いと
こが八戸で商いをやっており
まして八戸へ移転してきました。父親は海軍の軍人で
父島で終戦をむかえまして、その後八戸で隣にあるセ
メント工場の工員向けに商品販売や食堂をやっており
ました。私も小学校２年生から手伝いをしておりまし
て、朝５時に起きて布袋に牛乳を入れ毎日配達をして
いました。しつけに厳しい父には、靴の脱ぎ方や食べ
残しなどで叱られておりました。私は小学校から県内
唯一の私立小学校に入学しまして１学年 30 名位の中で
勉強していましたが、中学は市内でも一番悪い学校へ
入学していじめられたりしましたので、強くなりたい
と思い柔道部に入り中学時代はきびしい練習をしてい
ました。高校は工業高校へ進学し、そこでレスリング
に出会うことになったのです。レスリング部に入り新
人戦で優勝して、インターハイの強化選手に選ばれ 365
日レスリングづけの毎日になっていました。１年生で
インターハイに出場した時は１回戦目で強豪の新潟商
業高校の前年度高校チャンピオンと戦い１回ももたず
にホール負けでこれが私の最初で最後のホール負けで
した。そして１年中厳しい練習の末３年生で全国優勝
して、大学は特待生として専修大学へ進みました。
大学時代では、３年生で学生選手権で優勝しまして、
その時の全日本代表でモンゴルへも行ってきました。
大学４年になり進路を考えました時、不整脈がありど
うしても全力で試合をできずにおりましたのでレスリ
ングをやめて、就職いたしました。その会社はマルイ
でございまして 19 年間おもにバイヤーとして勤めて
おりました。そして平成２年に独立して関東近辺の呉
服屋へ反物の持っていき企画をして売り込むという仕
事を始めてとても成功しまして、その後加須の方で婦
人服のお店を始めましたが３年弱でやめまして、次に
各お寺で着る作務衣などの販売を始め、今ではお坊さ
んが着る袈裟や法衣なども扱っております。

仕事の方はやっと長男が後を継いでくれるということ
で、これから食べていかれるように仕事を教えていき
たいと思っております。次男は今、オーストラリアに
住んでおりまして、長女は堀さんのところで仕事をさ
せていただいております。また機会がありましたらい
ろいろお話しさせていただきます。本日はご清聴あり
がとうございました。

≪出席報告≫
会員数３９名

片岡 隆史会員
出席数２４名
出席率 61,53%

本日の合計 ￥２６５００
お世話になります。次年度、地区副幹事の推薦ありが
とうございました。(浜野)

濱野ガバナー補佐ようこそ

やどかりの里よりご苦労様です。柴田さん卓話ありがと
うございました。(橋本・山崎・出野・高橋・柴田・
佐藤・押目・張・片岡・杉村・藤井)

お客様ようこそ

熊本さん、よろしくお願いします。柴田さん卓話ありが
とうございます。(宗像)

やどかりの里バザー及びコン

サート頑張って下さい。(堀)

柴田さんありがとうござ

いました。やどかりの里がんばれ！(龍前)

お客様よう

こそ(斉藤・正田) 柴田会員、卓話ありがとうござい
ました。(黒臼・福地・阪・小平・根岸)
h 本日の司会

：

押目

重夫

第１７０７回例会
外部卓話 整理収納アドバイザー
平澤 めぐみ様
１０月８日(火) アルピーノ 点鐘 18:30

