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皆さんこんにちは。

先ずは熊本を中心に
した豪雨災害、70 名
の方がお亡くなりに
なりました。心からご
冥福を申し上げます。 
そして本日は、第

2770 地区 第４グル
ープ 小暮ガバナー補佐様、同グループ 真
中幹事様、ようこそお越しいただきました。
心から歓迎を申し上げたいと思います。初
例会での来訪をご希望されておりましたが、
こちらの都合で日程を変更していただきま
した。大変失礼を致しました。 
そして本日も Zoom でご参加頂いている

会員の皆さん、ご参加ありがとうございま
す。前回もお伝え致しましたが、理事役員
の皆さんは元より、会員の皆さんも、一日
も早く Zoom のダウンロードをお願い致し
ます。当クラブのホームページに「WEB 例
会の参加手順」がアップされておりますの
で是非ご覧ください。 
感染の拡大が続いております。世界では

ワクチンの囲い込みが過熱して、資本主義
の良い面と悪い面の両面が出ているように
思えます。成熟した心の社会には、まだま
だ時間が掛かるようです。 
ロータリーは 30 年以上も前から感染症

ウイルスと戦ってきました。そうです。ポ
リオです。昨年、発症した新型コロナウイ
ルスも感染症ウイルスです。今までロータ
リーは各国へポリオワクチンを届けるため

に、大規模なインフラを築いてきました。
各国のポリオ根絶担当チームは、このイン
フラを新型コロナウイルス対策に活用して、
感染リスクにさらされやすい人に対して、
支援に乗り出しています。ロータリーは今
も休まず、支援の手を緩めることなく奉仕
活動を続けております。皆さんに改めてお
伝え申し上げます。 
さて、本日の例会主題ですが、各部門の

委員会方針発表です。限られた時間ですの
で是非、要点をまとめてのご説明をお願い
致します。 
そして７月誕生日の 13 名の会員の皆さ

ん、お誕生日おめでとうございます。本年
度の誕生日プレゼントは 3,000 円のクオカ
ードとさせていただきました。どうぞお使
いください。 
そして本日は数か月ぶりのロータリーの

友の解説をしていただきます。雑誌会報委
員会 榎本委員長、宜しくお願い致します。 
以上、会長挨拶とさせていただきます。

ありがとうございました 
 
 
 
 
■第 2770 地区第４グループ ガバナー補佐 
  小暮 昭弘 様 
■第 2770 地区第４グループ 幹事 
真中 潤治 様 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

会長挨拶 

会長  染谷  義一  
事   藤嶋 剛史 

 

お客様ご紹介  副会長 小沢 孝  
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【本日のリーダー】  

 
関根 正也 会員 

 
 
 
 
 

 
幹事  荒井 理人 

 
皆様こんにちは。幹事報告を

いたします。 
第 2770 地区より、新型コロ

ナウイルスに対する埼玉県への支援金ご協
力の御礼とご報告が来ています。 

去る 5 月 14 日に埼玉県庁にて大野知事
へ、現金 500 万円とフェイス・シールドマ
スク 5 万枚を贈呈されたそうです。 

もうひとつ、地区からですが、セミナー
のお知らせが来ております。会員増強維持
部門が 8 月 10 日。公共イメージ部門が、８
月 22 日。ロータリー財団部門が、９月５日。
奉仕プロジェクト３部門が、９月 12 日。米
山記念奨学部門が、９月 26 日。青少年奉仕
部門が 10 月 28 日となっております。いず
れも、ズームでの会議になるそうです。担
当の方は予定を空けておいてください。宜
しくお願いします。 

 
 
 
 
第 2770 地区第４G 
ガバナー補佐   
小暮 昭弘 様 
第 2770 地区第４G 幹事 
真中 潤治 様 

 
皆さん、こんにち

は。第 58 代の染谷会長、荒井幹事、ご就任
おめでとうございます。後世に残る素晴ら
しい一年になりますよう、お祈りしていま
す。今年度、ガバナー補佐を務めさせてい
ただく、大宮北東ロータリーの小暮と申し
ます。一年間よろしくお願いいたします。 

大宮西ロータリークラブは、継続事業を
見直し、第 4G でも積極的に活動されている
かと思います。この行動力は素晴らしいと
感じております。 

今年度ガバナー補佐は、地区の会員増強
委員を兼ねます。2770 地区において、240 名
退会者が出ております。だいたい例年通り
ですが、昨年度に限っては、入会者が 144 名
で累計 96 名のマイナス、近年では非常に大
きい減少となっています。大宮西ロータリ
ークラブでは、３年計画のなかで 150 名ま

で会員を増やすという計画と聞いておりま
す。皆様の連携で、会員の増強をお願いし
たいと思います。 
 コロナの影響で困難ではありますが、第
４G も大宮西ロータリークラブの皆様のお
力をお借りして、楽しいロータリー活動に
していきたいと思っております。どうぞよ
ろしくお願いいたします。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
新城 盛辛(1 日)、石澤 孝幸(3 日)、 
十文字 裕司(5 日)、藤嶋 剛史(8 日)、 
増永 裕樹(11 日)、金田 敬次(16 日)、 
海保 邦男(19 日)、新藤 栄介(20 日)、 
大熊 雄喜(22 日)、勝山 勉(22 日)、 
加藤 慎也(26 日)、福田 和子(30 日)、 
立山 英樹(31 日) 各会員 

 
 

 
 
雑誌・会報委員長 榎本 貞寿  

 
 
 
 
 

 
 

■東京オリ・パラ特別委員会■ 
委員長 髙橋 秀樹 

 
■プログラム委員会■ 

委員長 小林 改良 
 
■クラブ管理運営部門■  

部門委員長 新井 清太 
親睦委員会 委員長 風岡 淳一 
会員研修委員会 矢部 正博 
出席委員会 小岩 淳一 

 
 
 
 
 
 

誕生日祝い ７月 

お客様ご挨拶 

部門別委員会方針発表 

幹 事 報 告 

ロータリーの友解説 

ロータリーの目的･4 つのテスト 



 

■広報・公共イメージ部門■  
部門委員長 石丸 主憲 
環境問題意識向上委員会 委員長  
押野 一郎 
公共イメージ向上委員会 委員長  
山崎 一祥 
雑誌・会報委員会 委員長 榎本 貞寿 

 
 
 
 
 
 
■会員増強維持部門■  
部門委員長 福田 和子 
会員増強維持委員会 委員長 永井 博 
会員選考委員会 委員長 田口 修身 

 
 
 
 
 
 
■財団支援部門■  
部門委員長 藤嶋 剛史 
ロータリー財団委員会 委員長  
竹内 雅人 
米山記念奨学委員会 委員長  
円谷 友香（Zoom 参加） 

 
 
 
 
 
 
■奉仕部門■  
部門委員長 井上 勝美 
職業奉仕委員会 委員長 小島 徹 
社会奉仕委員会 委員長 吉田 浩士 
国際奉仕委員会 委員長 新藤 栄介 
シスタークラブ委員会 立山 英樹 

 
 
 
 
 
 
■青少年奉仕部門■  
部門委員長 川井 理砂子 
青少年奉仕委員会 委員長 坂本 哲朗 
インターアクト委員会 委員長  
横溝 一樹 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
・8 月第四例会について   承認 
・9 月第一例会について   承認 
・9 月第二例会について   承認 
・9 月第三例会について   承認 
・大宮ろう学園、寄贈品の設置と贈呈について 
承認 

・2020-21 年度予算について 承認 
・櫻井一光会員退会について 承認 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 理事会決議事項 
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