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会長 染谷 義一 
 
皆さんこんにちは。ご

出席いただき大変ありが
とうございます。そして
Zoom でご参加いただい
ている皆さんもご出席あ
りがとうございます。 
本日は大宮東 RC 小林

会長、次年度会長 髙橋エレクト ようこそお越
しいただきました。心から歓迎を申し上げま
す。そして、私の 25 年来の旧友であります、地
区 米山記念奨学学友選考委員会 島村委員長に
もお越しをいただきました。また川口モーニン
グ RC から熊谷様にもお越しいただきました。大
変ありがとうございました。 
先週のガバナー公式訪問例会では多数の皆様

にお集まり頂き大変ありがとうございました。
ガバナーも大変お喜びになってお帰りになりま
した。実りある一日でした。皆様のご協力に感
謝を致します。 
 今月のお誕生日を迎えられます会員の皆様、
お誕生日おめでとうございます。特に明日の 6
日に、傘寿のお祝いとなります、吉田暎治パス
トですが、残念ですが本日はご欠席とのことで
すので後日、お言葉を頂戴したいと思います。 
そしてロータリーの友の解説、谷口剛会員、

解説を宜しくお願い致します。 
本日の例会主題、さいたま大空 RC 会長 阮 

潔さんに卓話をお願い致しました。米山記念奨
学生であった時からロータリークラブの会長に
なるまで、どの様に歩んで来られたのかを、お
話し頂けるものと思います。兎に角、阮 会長の
卓話をお聞き頂ければ米山記念奨学の良さを十
分にご理解頂けることと思います。 
そして本日はクラブ協議会です。次々年度会

長・次年度理事・役員の選挙方法についてお諮
り致します。最後までご協力を頂きますようお

願い致します。 
そして最後に会員増強についてです。是非、

皆さんの力を貸してください。本日の理事役員
会にて一人の方が承認され、この３ヵ月で６名
の方がお入りになりました。どうしても、福田
年度に 130 名のサイズでお渡しをしたいと思って
おります。ご協力を節にお願い致します。 
以上、挨拶とさせて頂きます。ありがとうご

ざいました。 
 
 

 
【本日のリーダー】 

 
佐藤 真義 会員  

 
 
 
 
■さいたま大空ロータリークラブ 会長  

阮 潔 様 
■大宮東ロータリークラブ 会長 小林 聡 様 
■大宮東ロータリークラブ 会長エレクト  

高橋洋文 様 
■第 2770 地区 米山記念奨学学友選考委員長  

島村 健 様（上尾ロータリークラブ） 
■川口モーニングロータリークラブ  

熊谷ほの 様 
■第 2770地区米山学友会 会長 金 正録 様（zoom） 
■米山記念奨学生 ディルバ・サレマンさん 

 
 
 

■大宮東ロータリークラブ 会長 小林 聡 様 
■大宮東ロータリークラブ 会長エレクト  

高橋洋文 様 
「親クラブの親クラブである大宮西ロータリー
クラブは、我がクラブの目標です。」 
■第 2770 地区 米山記念奨学学友選考委員長  

島村 健 様（上尾ロータリークラブ） 
「米山学友である阮潔さんの応援に来ました！」 

会 長 挨 拶 

ロータリーの目的・四つのテスト 

お客様ご紹介 ご紹介：副会長 内山泰成  

ta 

介 紹介：副会長 内山泰成 

 

お 客 様 ご 挨 拶 
ta 

介 紹介：副会長 内山泰成 
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副幹事 十文字 裕司 
皆さんこんにちは。先日の公式訪問例会では会員

の皆様にご協力を頂き大変ありがとうございました。
中里ガバナーも大変喜んでお帰りになられました。
本当にありがとうございました。本日、荒井幹事が
地区のチャリテイーゴルフに、齊藤照夫会員、中村
雅之会員、福田和子会員と参加している為、変わり
に幹事報告をさせていただきます。 
・今月のロータリーレートは 105 円です。 
・本日開催されました理事役員会の決議事項ですが、
8 月の例会報告と 12 月例会の計画が承認されまし
た。詳細は週報にて記載させていただきます。 
・日本ロータリーより『TIME』誌が選ぶ「世界で最
も影響力のある 100 人」にロータリアンのシンジ・
フンショ氏が選ばれたそうです。フンショ氏はポリ
オ根絶のためにロータリアンやパートナー団体と協
力し、重要なリーダー的役割を果たし、その功績を
称えられたということです。 
・さいたま国際芸術祭のパンフレットが 20 部届い
ておりましたので、どうぞ、ご興味のある方はご覧
になってください。 
本日はクラブ協議会がございます。次年度役員と理
事の選出方法をおはかり致しますので本日も最後ま
でご協力をお願い致します。ありがとうございまし
た。 
 
 
 
奉仕部門 社会奉仕委員会 委員長 吉田浩士 
10/12 第 2661 例会に、大宮ろう学園 校長 桑原
智子様が卓話者としていらっしゃいます。寄贈品の
活用状況、聴覚障害者への理解啓発を行う内容とな
っています。皆様、ぜひご出席ください。 
 
 
 

 
米山記念奨学生  
ディルバ・サレマン さん 
 

米山記念奨学委員会 委員長 
円谷友香より奨学金が支給されました 
 
 
 
 
吉田暎治(6 日)、大谷義武(6 日)、川口晃一(7 日)、
伊田雄二郎(12日)、坂原 一(13日)、岡部 勉(14日)、
吉田浩士(14 日)、強瀬憲治(20 日)、竹ノ谷純宏(22
日)、伊藤陽介(23 日)、矢尾喜三郎(25 日)、 
関根正也(25 日）望月 論(27 日)     各会員 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
■解説：雑誌・会報委員会副委員 谷口 剛 会員 
横組 

P.３ 会長メッセージ 

P.7-8 コロナ禍での自然災害 

 各地からの思いをつなぐ 

P.13 10 月は米山月間です 

P.18 世界のロータリープロジェクト  

（フランスの検診） 

P.30 写真でつづる日本のロータリー100 年  

P.33 台北国際大会 台湾グルメ 

P.35 世界ポリオデーを支援しよう 

縦組 
P.4 セイコーマート会長 
P.13 睡眠時無呼吸症候群 
 
 
 
さいたま大空ロータリークラブ 会長  
米山学友  
（2016 年－2018 年 米山記念奨学生） 

阮 潔 様 
 

 
 
 
 
 
 

急激に増えてきた「新会員」に、米山記念奨学
事業についてよく知らない人が多い。。。 
「新会員」に米山記念奨学事業への理解を深め
ていきたい 

 
2016.4 埼玉大学修士課程に進学＝米山記念奨学
生→2018.7 さいたま大空 RC に入会 

２年間、何かあったのか？ 
①クラブでは形式的な交流ではなく、広い心
で、深い絆を作っていただいた＝些細なことで
自然に深い絆を 
②地区では奉仕活動やイベントに参加、日本に
対する知識・理解を自然に深めて来た 
＝ロータリアンになると思う芽 
 

なぜ、いつロータリアンになろうと思った
のか？ 
★いつ 2017.６月  
米山部門委員長(栗原偉憲)の打上げ会で「ロー
タリアンになりたい」と表明 

★なぜ 感動・感心・感激をいっぱいいただい
たからです 
様々な価値観を学び 
親睦・親善、平和の大切さを知り 
奉仕の精神、奉仕の心を継承し、身に付ける
ことができました 
なぜ 2020-21 年度中里さんがガバナーの時、

ロータリーの友解説 

卓 話 

幹 事 報 告 

米山記念奨学金支給 及び 近況報告 

誕 生 日 祝 10 月 

委員長報告 



 

の会長になろうと思ったのか？ 
「中里さんがガバナーになるからです。」 
 
今後、ロータリーの精神を胸に刻み、米山奨

学生としての誇りを持って、ロータリアンとし
て自分の最善を尽くし、日本社会、ロータリ
ー、米山事業に貢献して参ります。 
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