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2018-2019 年度 RI 会長 バリー・ラシン

インスピレーションになろう
“BE THE INSPIRATION”

2018-2019 年度 第 2770 地区ガバナー 中川高志 

すべてはクラブ活性化のために
－実り豊かな奉仕を目指して－

〈例会日〉毎週水曜日12：30～13：30〈会場〉パレスホテル大宮

トレントン交換学生プログラム
矢崎早織さん、鈴木紀江さん
福島海然君

大宮駅周辺のまちづくり（大宮駅周辺地域戦略ビジョンなど）について、さ
いたま市議会議員　渋谷　佳孝 様からお話しをいただきました。

さいたま市議会議員　渋谷　佳孝 様

「大宮駅東口再開発の展望」

7 月 27 日（金）～ 8 月 8 日（水）までの 13 日間にわたるトレントン交換学生
プログラムについて、交換学生の三名が発表してくださいました。

帰 国 報 告

トレントンでは、沢山の方々と交流ができ、いろいろな経験をさせていただけて、とても楽しかった
です。トレントンの方々と連絡先を交換して、帰国してからも連絡を取り合っています。このような
交流ができることを本当に幸せに思います。貴重な経験をさせていただき、本当に感謝しています。
本当にありがとうございました。このメンバーで行くことができて良かった !!

TRENTON Exchange Student Program

トレントン交換留学生［矢崎早織さん］ トレントン交換留学生［鈴木紀江さん］ トレントン交換留学生［福島海然君］

大宮駅周辺地域戦略ビジョン（H22.10策
定）

大宮駅周辺のまちづくり

民間と行政が

手を取り合って

大宮のまちづくりを

進めます

■取組内容のイメージ

鳥瞰図 イメージパース（上空から俯瞰した視点）

※イメージパースはあくまでイメージであり、確定しているものではありません。

駅東⻄を結ぶ
新たな東⻄軸の

整備

広域交通結節点
に相応しい

交通広場の再整
備

東⽇本の交流拠
点に相応しい

多様な都市機能
の導⼊

多様な交流を促
す

交流広場の新設
整備

『シンボル都市
軸』・

『賑わい交流軸
』の形成

大宮駅グランドセントラルステーション化構想
大宮駅周辺のまちづくり

（H30.7 策定）

②⼤⾨町2丁⽬
中地区のまちづ

くり

● ⼤宮区役所

● ⼤宮図書館

● ふれあいスペース
、カフェ etc

導⼊する機能
大宮駅周辺のまちづくり

大宮区役所新庁舎（H31.5 供用開始予定）

平成31年5⽉
新庁舎供⽤開始

トレントン帰国報告［派遣生の皆様と徳山会長］

大宮駅周辺においては、多くのまちづくりが推進されている
（首都圏広域地方計画・都市再生緊急整備地域・大宮駅
グランドセントラルステーション化構想など）。特に東口で
は、大宮区役所新庁舎の整備や市民会館おおみやの機能
移転など、公共施設の再編をきっかけとしたまちづくりが
実際に動き出している。この流れを止めることなく、誰も
が誇れる東日本の顔となるまちの実現に向けて、市民の皆
様と一緒にまちづくりを進めていきたい。

民間と行政が
手を取り合って

大宮のまちづくりを
進めます

戦略ビジョン

矢崎早織さん発表より

Welco
me b

ack!
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当　　　日 例　　　会（ No. ） 会員数（出席者算定者数） 出席者数（出席率）

前　々　回 例　　　会（ No. ） メークアップ 修正出席率

次回例会案内 2018 年 9 月19日（水）12:30点鐘／パレスホテル大宮

8 月 29日 第 3102 例会 80 名（74 名） 42 名（56.76%）

8月 8日 第 3100 例会 11名（50 名） 66.67%

I  study the japanese 
very hard. 一生懸命 日本
語を勉強します。

〈バーンズ・モイラ様〉

娘紀江がお世話になりまし
た。トレントンにて貴重な経
験をさせていただきました。

〈鈴木俊一〉

息子、海然がトレントン帰国
報告します。

〈福島謙二〉

本日はトレントンの帰国報告
のため娘とまいりました。よ
ろしくお願いいたします。

〈矢崎直良〉

トレントンに参加された皆様
ご苦労様です。

〈徳山義行〉

トレントン帰国報告ありがと
うございます。

〈祝原英隆・齋藤守毅・田中康之〉

矢崎さん鈴木さん福島さん
トレントン報告ありがとうご
ざいます。

〈永嶋良一・進藤博司〉

モイラさんようこそ
トレントンチームの皆さんお
帰りなさい。

〈浅野　仁〉

トレントン楽しそうですね。
〈善行地潔〉

みなさんお帰りなさい。モイ
ラさんようこそ！

〈内藤考三〉

トレントン留学お疲れ様でし
た。今回の経験を今後の人
生に活かしてください。

〈横溝隆一 〉

モイラさんようこそ。鈴木さ
ん、福島さん、矢崎さんよ
うこそ。

〈三浦　守〉

トレントンの報告３名様有難
うございました。ベルギーか
らの長期留学生のモイラさ
んみなさまよろしくお願いし
ます。

〈小林康一〉

モイラさんようこそ！
〈星野晃一郎〉

青少年交換学生モイラさん
（ベルギー）とホストファミ
リーの臼井さん、大宮 RC
へようこそ。

〈田中康之〉

臼 井 さん　Moira Burnus 
さんようこそ。

〈永嶋良一〉

We l c o m e  t o  J a p a n 
Moira!! 皆様モイラをよろし
くお願い致します。

〈岩﨑　彰〉

トレントンから皆様お帰りな
さい！モイラ！ようこそ大宮
JAPAN♪

〈兼杉文子〉

モイラさん日本語お上手！
〈本間　玲〉

モイラさん大宮にようこそ。
ウスイさん１年間モイラさん
をお願いします。

〈徳山義行〉

お客様ようこそ
〈大瀧榮壽・関口　茂・飯野耕司・鈴木俊一〉

お客様ようこそ。ニコニコ発
表させていただきました。

〈平田　繁〉

大勢のお客様ようこそ。でも
握手がないのは残念でした。

〈岸　聡〉

渋谷さん卓話ありがとうござ
います。

〈徳山義行・浅野　仁・岩井良彦・永嶋
良一・飯野耕司・進藤博司・田中康之・
山本和保・諏訪慶三・太田英成〉

渋谷様いつもお世話になっ
ています。

〈齋藤守毅〉

渋谷議員ようこそ。
〈鈴木俊一〉

太田さん司会ありがとうござ
います。

〈徳山義行・岩田尚明・小坂良二・栗岡
宏治・戸井田修〉

昨日、奉仕プロジェクト委
員会ありがとうございまし
た。本年の東北奉仕は 11月
3 日です。よろしくお願い致
します。

〈橋本和久〉

小坂さん先日大変お世話に
なりましてありがとうござい
ます。

〈星野晃一郎〉

本日は早退させていただき
ます。

〈小川武士〉

9/1 キリン職業奉仕 皆さん
たのしみにしてください。小
坂さんガンバってください。

〈三浦　守〉

足立さん米はまだですか。
〈三浦　守〉

ご協力ありがとうございました。

８月２９日の合計金額 ６0,000円
（ ８月２９日までの累計金額４６７,000円 ）

ニコニコボックスのご報告

※２０１８年 9 月 26 日は、休会です。

きさらぎ社会保険労務士事務所　代表 北村陽子 様
卓 

話
「障害年金について」

お客様［さいたま市議会議員　渋谷佳孝 様（右）］

お客様ご紹介［浅野副会長］

ニコニコボックスの報告 [ 平田会員 ]

お客様ご挨拶［臼井佳子様］ 司会 [ 太田会員 ]お客様ご挨拶［モイラさん］ 幹事報告 [ 三浦幹事 ] 出席率の報告 [ 板垣会員 ]

お客様［バーンズ・モイラさん／交換留学生ホストファミリー 臼井佳子様］ 点鐘 [ 徳山会長 ]


