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2018 年 3 月 6 日(火)第 1546 回 創立記念例会
理事会報告、誕生・結婚祝い、外部卓話「鉄道のまち大宮について」ＪＲ東日本 大宮駅駅長 多胡 彰 様
酒井副会長
JR 東日本 大宮駅駅長 多胡 彰 様（大宮西 RC 所属）
大宮西ロータリークラブ 荒井伸夫 様
坂 会長
皆さんご存知の様に大宮は古く、江戸
時代は旧中山道の大宮宿として栄え、
そののち国鉄の大宮駅が設置されて、
新幹線の工場も出来、大宮駅と共に発
展をしてきたという事で、その辺のお
話も後程、多胡駅長の方から聞けると思います。また、大
宮西クラブのパスト会長であり、パストガバナー補佐であ
る荒井様ようこそ。荒井さんとは、青年会議所依頼、長い
お付き合いで、星野会員と荒井さんと私でヨットをたしな
んでおりまして、色々なレースに出て、命がけ位の怖い思
いも一緒に体験しました。荒井さんをご覧頂くとヨットを
やるような体型ではないと思われますが、荒井さんと元会
員のサンパレスの土屋さんとお二人がヨットの上で横にな
っていると、まるでトドとアザラシだなと。で、私共の船
の名前は、英語名「シーライオン」とつけさせて頂きまし
た。
大宮中央は1987年3月3日にサンパレスで創立をして、
当時 43 名、大宮 RC のスポンサーで出来上がったクラブで
ございます。現在、会員の皆様の中のチャーターメンバー
は、久世パスト、町田会員、氏家会員の 3 名です。また、6
月の RI 認証の前に、
今日司会をお願いしております石川会
員が入会をされております。素晴らしい先輩方のご尽力で
32 周年を迎えられた訳でございます。昨年の長期計画委員
会で当面目標を 60 名、35 周年には 80 人でお迎えしたいと
いう事で、
残り 4 か月で何とか 60 名頑張ろうと思っており
ます。大宮西クラブさんは会員 40 数名の時に、会員一人一
人が増強すれば、あっと言う間に倍になる、そしてその新
しく増強された方がもう一人ずつ入れれば 3 倍になると。
これが実践され、現在 118 名になりました。これには及ば
ないと思いますが、皆様宜しくお願い致します。
大宮西ロータリークラブ 荒井伸夫 様
今日は、たまたま 2 つの理由で来たんです
けど、創立 32 周年記念例会という事で、
光栄でございます。おめでとうございます
。本日は、当クラブの多胡さんが基調講演をするという事
で、昨年の 8 月でしたか、多胡さんが入会したての頃に、
坂会長から是非お願いしたいという事で、
仲介をしたので、
多胡さんのお供で今日は来ました。また、坂さんが今年、
会長をやるという事で、何が何でも来なきゃいけないとい

うので、気を抜く頃に参った訳でございます。坂さん残り
頑張って下さい。
青少年交換留学生 アナスターシアへ 3 月
のお小遣い授与 学校は今、期末テストだけ
ど、私は漢字の問題文がまだ解らないので、
休みです。今日は学校の友達と英語の勉強を
しました。先週、金曜日は広島、土曜日は京
都、日曜日は大阪に行って、すごく疲れた。広島に行って、
すごい勉強になったけど、私の誕生日は 8 月 6 日なので、
大変だった。京都は 1 日しかなくてちょっと残念だった。
大阪は USJ しか行かなかった。林ママは大阪に生まれたか
ら、今後はホストファミリーと大阪に行くので良かった。

入江幹事
・3 月、4 月、5 月の例会プログラムが承認されました。
・中川ガバナー年度の地区のあゆみⅢが、来年の 2 月末
～3 月初旬に皆様のお手元に届きます。
・ロータリー手帳の注文は事務局まで。
（一冊 600 円）

御畑親睦委員長 下期の家族例会、5／26 に横
須賀で記念艦を見て、八景島シーパラダイスを
見て、食事をした後、川崎の工業夜景をクルー
ズで楽しんで頂こうかなと考えておりますので、
是非、多数のご参加をお願い致します。
ＪＲ東日本 大宮駅駅長 多胡 彰 様
日頃より、
ＪＲ東日本グループをご利用頂き、
あるいは色々
な場面でご支援を頂きまして、厚く御礼申し上げます。ま

会長テーマ 「クラブを見詰め直そう」

○本日、大宮駅前の創立 25 周年記念植樹を確認して来まし
た。まだ固い蕾でした。
・・・・・・・・・・見富清一会員
○結婚記念いただきました。2 月/27 日 50 回目です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・阿由葉晃市会員
○岩田亮子さん、テレビ見ました。立派な方ですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・町田宏遠会員
○昨日、岩田亮子さんの番組を見て、改めて彼女のすばらし
さに感激しました。
・・・・・・・・・・・・樋口領治会員
○泉さん、見富さん、佐口さん、昨日はどうも有難うござい
ました。またよろしくお願いします。
・・・・倉持正徳会員
○目になみだ鼻に鼻水、くしゃみかな！・・・須永茂男会員
○久しぶりに来ましたので、もしかしたら…でもおこられま
せんでした！スマイルありがとうございます！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鈴木克典会員
○出戻りをあたたかく向かえて下さり、ありがとうございま
す。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮﨑信義会員
○息子のカートが重くて、手首がおかしくなりました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 鈴木真琴会員
○誕生祝、有難うございました。
・・・・・・・石井秀幸会員

た、32 周年の節目の時に卓話という貴重な
お時間を頂き、本当に有難うございます。
まず、自己紹介をさせて頂きます。
（以下、
大宮の歴史、新幹線の誕生、ちょっとお得
な情報などについてお話を頂きました。
）

見富出席委員長
会員総数：５５名 出席対象者：５３名
出席者数：４２名 出 席 率：７９.24％
前々例会修正出席率：１００％（移動例会の為）
（順不同）
○創立 32 周年お目出とうございます。お世話になります。
・・・・・・・・・・・大宮西ロータリークラブ 荒井伸夫様
〇大宮駅駅長 多胡彰様有難うございました。
・・坂 仁視会長
○大宮西ロータリークラブ 荒井伸夫様、お世話になりまし
た。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・坂 仁視会長
○大宮中央ロータリークラブ 32 周年を祝して。坂 仁視会長
○理事、役員会おつかれ様でした。来週ペッツを受けて来ま
す。ドキドキです。
・・・・・・・・・・・・入江信仁幹事
○入江会長エレクト 9 日、10 日の PEST がんばって来て下
さい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・熊木広光会員
○多胡様、卓話ありがとうございました。父親は国鉄に務め、
愚息は鉄道オタクです。いただいたストラップ息子が喜び
ます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・御畑博司会員
○多胡彰様、鉄道とこれからの大宮駅を中心とした話、大変
参考に成りました。有難う御座居ました。
・品川喜久郎会員
○JR 大宮駅駅長の多胡彰様、当クラブの 32 周年に花を添え
ていただきありがとうございました。
・・・・岩渕孝男会員
○大宮中央 RC32 周年おめでとうございます。多胡様、卓話
ありがとうございました。
・・・・・・・・・川西英章会員
○多胡様卓話ありがとうございました。
・・・・堀越太志会員、
泉 英明会員、南 慎一郎会員、川㟢彦一会員、小沼岳司
会員、村田拓郎会員、石川力哉会員、坂庭広樹会員
○JR 大宮 S.T.駅長 多胡彰様よろしく・・・氏家哲男会員
○大宮駅長 多胡さん、大宮西 RC 荒井さん、本日はようこそ
おいで下さいました。
・・・・・・・・・・・星野時夫会員
○お客様ようこそ。
・・・・・・・・・・・・・星沢義隆会員
○多胡さん本日はありがとうございました。
・・深田将由会員
○多胡様、本日は誠に有難うございました。
・・柏木英太会員
○多胡大宮駅長、鉄道のまち大宮のできるまでのお話ありが
とうございました。
・・・・・・・・・・・・林 正憲会員
○大宮中央 RC32 周年記念おめでとうございます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山田善信会員
○坂、入江年度 32 周年記念おめでとう。
・・ 酒井正次会員
○創立記念おめでとうございます。多胡様、卓話楽しみにし
て出席しました。有難うございます。
・・・・佐野 巖会員
○祝、大宮中央 RC 創立 32 周年。切敷健一会員、柴田功会員
○祝、大宮中央ＲＣ創立 32 周年。多胡駅長様、卓話ありが
とうございました。
・・・・・勝野由行会員、徳永誠三会員
○記念例会おめでとうございます。
・・・・・・山本英一会員
事務局 ：さいたま市大宮区宮町 2-147 大宮 KSA ビル 403
TEL 048-648-6635

FAX 048-649-0901

本日のスマイル合計：
６４,０００円
本年度スマイル累計：１,１７３,０００円

本日の司会：石川会員
＜懇親会＞
乾杯：南直前会長

会 長 ： 坂 仁視

副会長 ： 酒井正次

幹 事 ： 入江信仁

会報・公共イメージ委員長 ： 松山哲則

