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会長 染谷 義一 
皆さんこんにちは。本

日は大変大勢の方にご出
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。 
先ずは先週の会員旅行ですが、新井 クラブ

管理運営部門委員長、風岡淳一 親睦委員長、
小林又次郎 副委員長、立山会員 並びに委員
会の皆様には大変お世話になまりました。と
ても楽しい旅行でした。ありがとうございま
した。 

28 日に開催されました地区青少年奉仕部門
セミナー、そして、30 日に開催されました地
区職業奉仕部門講演会では多くの方にご出席
をいただき大変ありがとうございました。 
本日は大変嬉しいことに新しい仲間が一人

増えます。株式会社友生ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 代表取
締役 島袋博昭さんです。後ほど入会式を執り
行いたいと思いますのでどうぞ宜しくお願い
致します。 
そして本日は、毎年ご支援をさせていただ

いております、ラオフレンズの赤尾さんにも
お越しいただきました。後ほど、限られた時
間でありますが、ラオスの原状をお聞かせい
ただければと存じます。 
そして、今月お誕生日を迎えられる 15 名の

会員の皆様、お誕生日おめでとうございま
す。ささやかでありますが、クオカードを贈
らせていただきます、どうぞお使いくださ
い。また、今月のロータリーの友の解説は永
井伸剛 会員です、イニシエーションスピーチ
は石澤孝幸 会員と谷口剛 会員です。どうぞ
宜しくお願い致します。 
次回例会ですが、小林プログラム委員長か

らもご案内がありますが、ジャーナリストの

鈴木哲夫さんが卓話に来られます。いつもよ
り 30 分早くスタート致しますので皆様ご注意
ください。 
それでは本日の例会も宜しくお願い致しま
す。ありがとうございました。 
 
 
 

幹事 荒井 理人 
皆さまこんにちは。本日の報
告は２点です。 
①地区より、『RI3750 地区訪韓
中止のお知らせ』が来ており
ます。韓国 3750 地区へのイン

ターアクト生の訪韓研修につきまして、今年
度は中止となりましたとのお知らせです。 
②地区より、『例会時における新型コロナウイ
ルス感染症対策について』が来ております。
先般、講演を依頼した外部卓話者からコロナ
ウイルスの陽性反応が出たことが判明したこ
とを受け、「感染症対策ガイドライン」を作成
したと来ております。 
当会は十分な対策を実施しておりますが、ガ
イドラインを知りたい方は、私か、事務局ま
で連絡してください。本日も宜しくお願いし
ます。 
 
 
 
■プログラム委員会委員長 小林 政良 
来週 11/9（月）の例会は、大型卓話の第２弾と

致しまして、ジャーナリストの鈴木哲夫様にお越
し頂きます。当日は通常より 30 分早い 11：30 か
ら食事となります。お間違えのない様、お願い致
します。 

 
 
 
【本日のリーダー】 
 
配島 信恵 会員 

会 長 挨 拶 

幹 事 報 告 

委 員 長 報 告 

ロータリーの目的・四つのテスト 
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■フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダー・JAPAN 

赤尾 和美 様   
■入会者／株式会社 友生コーポレーション  

代表取締役 島袋 博昭 様 
■米山記念奨学生 ディルバ・サレマン さん 
 
 
 
 
フレンズ・ウィズアウト・ア・ 
ボーダー・JAPAN 

赤尾 和美 様 
ご紹介：国際奉仕委員会委員長 新藤栄介 

 

ラオスのコロナの状況 
3/19 にロックダウン、国内外の 
移動ができない状況になりました。病院ではスタッ
フの教育などを行うなか、どうし
ても必要な訪問看護には国の許
可をもらうことに。 
コロナ以前からの栄養失調など
もあり、満床。 

 
オンライン教育のための
機材 
ラオスの人の人材教育を目
標としているが、外国人ス
タッフが帰国→オンライン
によるリモートの教育が重

要に→機材が必要になりました。 
 
 
 
 
入会式 
 
 

 
グループビデオ会議システム・モニター一式を寄贈 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

 
 
 

 

財団支援部門 部門委員長 

藤島剛史より奨学金授与 

 

 

 

小熊 一(1 日)、荒井理人(10 日)、円谷友香(11
日)、清水恒信(13 日)、緒方 学(14 日)、冷牟田
正見(16 日)、小島 徹(20 日)、中村健一(20 日)、
関根正美(23 日)、島袋博昭(23 日)、北川敏也(25
日)、苗村康男(28 日)、坂田勝彦(29 日)、大楽 
剛(30 日)、風岡 洋(30 日)  各会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雑誌・会報委員 永井 伸剛 会員 

■横組 

P.3 RI 会長 メッセージ 

P.7 グローバル補助金を知ろう 

P.14 アフリカ地域 野生型  

ポリオウイルス  根絶 

P.16 インターアクター 

P.18 例会 新型コロナに関する影響調査結果 

■縦組 

P.4 世界で活躍する人材ロータリー平和センター 

P.20～23 ロータリーアットワーク 

大宮西 RC 児童養護施設に扇風機を寄贈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■石澤 孝幸 会員■ 
今年の２月に、小林会員・結

城会員のご紹介にて大宮西 RC

に入会させていただきました。

伝統ある当クラブに入会させて

いただきましたことを皆様にこ

の場をお借りして改めて感謝申し上げます。ロー

タリー活動に関しても勉強しなければなりませ

ん。が、その前に皆様に少しでも私の事を知って

いただければと思い、生い立ちと職歴を中心に自

己紹介させていただきたいと思います。 

建設業を営んでおります。私は主に外部工事を

担当させていただいております。土木工事・駐車

場施工・アスファルト舗装・コンクリート工事・

商業施設メンテナンス・交通事故復旧工事などを

承っております。 

２年ほど前より、ＲＣの先輩方と仲良くさせて

いただいておりまして、ゴルフやお酒の席に声を

■入会者：株式会社  
友生コーポレーション 

代表取締役 島袋 博昭 様 
 

入会式 
 

お客様ご紹介 ご紹介：副会長 内山泰成 

お客様ご挨拶 

お誕生祝 11 月 

ロータリーの友 解説 

イニシエーションスピーチ 

■紹介者：貝沼 勤 会員 

米山記念奨学金支給 及び 近況報告 



 

かけていただいておりました。分け隔てなく接し

ていただき、大宮西ＲＣの方達のやさしさと懐の

深さを感じておりました。大宮西ＲＣの皆様方と

の親睦と奉仕活動を通じて世の中に貢献できます

よう微力ではございますが努力してまいります。 

 今後共ご指導のほどよろしくお願いします。こ

の様な機会をいただきありがとうございました。 

 

■谷口 剛 会員■ 
伝統ある大宮西 RC へ入会して

早いもので７か月が立ちまし

た。入会を認めていただきこの

場でスピーチさせていただける

こと、改めて御礼申し上げま

す。 

私は 1981 年３月 29 日大阪府枚

方市で生まれました。父は滋賀

県、母は愛媛県出身ですが公務員として大阪で勤

務していたそうで枚方市にある公務員宿舎で幼少

期を過ごしました。その後兵庫県へ引っ越ししま

したが、翌年阪神大震災が発生し一家で避難生活

を送りました。さすがに当時はつらかったですが

今となっては自分の原点でもあると感じていま

す。 

その後、2003 年ニッセイ同和損保に入社。ディ

ーラー担当営業からスタートし、長崎県の佐世保

市、大分県の大分市、東京都足立区と転勤を重ね

2020 年 4 月に現在の

埼玉支店さいたま開

発支社へ着任しまし

た。 

当社は 2010 年 10

月に旧あいおい損保

と旧ニッセイ同和損

保が合併した会社で今年 10 周年を迎えます。【地

域密着】【情熱】という活動指針を掲げ、事故のな

い安全な車社会の実現や、自然災害にいち早く対

応する保険会社を目指し日々活動しております。 

私自身常に心掛けていることは「成果とは質と

量と熱意の掛け算である」ということです。３つ

のうちどれか一つでも「0」だと成果は生まれませ

んが、それぞれが１ずつ増えると１だった成果が

８までに膨れ上がるというものです。 

まだまだ若輩者ですので、ご指導ご鞭撻いただ

きながらこのロータリーという機会で成長してい

きたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願

いいたします。 
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