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皆さんこんにち
は。例会にご出席を
いただき大変ありが
とうございます。
本日は３名の方
の入会式を執り行
います。大宮ソニ
ックシティ株式会
社 常務取締役
中嶋 正尊 様、住
友三井オートサービス株式会社 さいたま支店
長 山本 明彦 様、損害保険ジャパン株式会社
埼玉中央支店担当部長兼さいたま中央支社長
是永 泰宏 様、後ほど宜しくお願い致します。
そして本日は、お誕生日のお祝いです。４月
お誕生日の会員の皆様おめでとうございます。
また本日のロータリーの友の解説を谷口 剛
会員にお願いしてございます。後ほど宜しくお
願い致します。
本日の例会主題は、会長エレクト研修セミナ
ー 所謂 PETS のご報告です。2 日間の研修プ
ログラムで得たもの、感じたものを発表してい
ただきます。
どうぞ会員の皆様に於かれましては、ご健康
に一層のご留意をいただいてロータリーライフ
を送って頂きたいと思っております。
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。

幹 事 報 告
幹事 荒井 理人
皆さま、こんにちは。本日の幹事報告は２点
です。
本日、本例会に先立って行われました理事会に
て、２月の例会報告書及び６月の例会計画書が

長
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審議され、承認されましたこ
とをご報告いたします。
２点目は、次年度年計画書に
掲載する名簿についてです。
確認の返信期限が今日までと
なっております。変更の無い
方も、事務局にその旨お伝え
ください。
次回例会案内です。次回は、ここパレスホテル
にてホストファミリーをしていただいた方の
卓話の予定です。外部より小峯様に、当会から
は、藤池会員に卓話をしていただきます。
本日も、宜しくお願いします。

ロータリーの目的・四つのテスト
【本日のリーダー】 ta
伊藤 陽介 会員

介

紹介：副会長 内山泰成

委員長報告
■ 財団支援部門 部門委員長
藤嶋 剛史
次回例会より新たな
米山奨学生、グェン・
ティ・ガンさんが来
ます。聖学院大学 3
年生、ベトナムのハノイ出身の 21
歳です。ファーストネームでガン
ちゃんと呼んでください。選考試
験をほぼトップの成績で合格した優秀な子です。
審査書類の内容がとても良い内容だったので、今
までにないことですが皆さんに紹介します。米山
奨学生は例会で歓迎されるのが権利ではなく、歓
迎される努力をするのが大事だと言われます。と
は言え、まだ 21 歳の女の子です。どうか出来るだ
けあたたかく迎えてください。自分のお子さんや
お孫さんが留学したらと考えて接していただけ
たら幸いです。
よろしくお願いいたします。

みんなが開く 新しい扉 ～新しい世界へ～
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■2021 学年度・米山カウンセラー
島村 まり子
皆さんの協力がないとガンちゃ
んを支えきれません。ますはガン
ちゃんにやさしく声をかけてく
ださい。そうしたら開けてくるか
と思います。２年間頑張りますの
で、皆さんの力を貸してください。
よろしくお願いします。
■田口 修身 会員
第３・４Ｇのポリオ撲滅チャリテイ
ーゴルフコンペは、６/11（金）に延
期になっています。まだ３～４人枠
があります。申し込みは私まで。親睦
の意味も含めて是非、参加してください。

入会式
■大宮ソニックシティ株式会社
常務取締役 中嶋 正尊 様
「出身は熊本で、1990 年に東京に転
勤になり、浦和に引っ越し、自宅は
ずっとさいたま市です。
」
・紹介者／染谷 義一 会長
■住友三井オートサービス株式会社
さいたま支店長
山本 明彦 様
「生まれも育ちも埼玉で、自宅は川越
です。通勤時間がサラリーマン人生で
一番短いです。娘二人は小学生です。」
・紹介者／川﨑 春夫 会員
■損害保険ジャパン株式会社
埼玉中央支店担当部長兼
さいたま中央支社 是永 泰宏 様
「前任地は九州の博多で、4/1、さい
たまに赴任しました。娘と母が東京、
妻が茨城のつくばにいます。大宮は
交通の便が良いですね。
」
・紹介者／胡 平 会員

ロータリーの友
■雑誌・会報委員会

解説

谷口 剛

＜横組み＞
・P.３ .RI 会長メッセージ
４/22「アースデイ（地球の日）
」
一人一人が行動を変えることが
必要。環境問題に貢献できる機会が
生まれた
・P.７. 特集・母子の健康
日本の母子にできること
日本の周産期死亡率や妊産婦死亡率は極めて低く、世
界的にもトップレベルで母子の健康が守られているが、
マタハラや産後うつ、DV などの問題や若年層の妊娠・
中絶も後を絶たない。こうした問題の取組を紹介
・P.16. ガバナーのロータリー・モメント
中里公造ガバナー
「青少年交換プログラムの素晴らしさ」
・P.34. 私たちの行動計画
優先事項：より大きなインパクトをもたらす
・P.39. 2021 年国際大会・逆境を逆手に取る
対面式では参加できない会員に機会の扉を開く
＜縦組み＞
・P.４. ロコ・ソラーレ代表理事 本橋 麻里
「0 から 1 をつくる」
・P.９. 「この人を訪ねて」
鉄道模型月刊誌発行・平井憲太郎さん
・P.23. ロータリーアットワーク
内川選手等を招き周防灘野球教室を開催 など
コロナに関連する取り組みが多数紹介されています

卓

話

会長エレクト
福田 和子
国際ロータリー第 2770 地区
2021～22 年度
会長エレクト
研修セミナー報告
Zoom にて 3/18、3/19 開催
■次年度 RI 会長エレクト
シェカール・メーター
※災害救済に熱心に携わり、
シェルターボックスの管理運営委員も務める。

誕生日祝い
齊藤照夫（１日）
、山本明彦（１日）
、是永泰宏（２
日）
、木本栄一（８日）
、永井 博（８日）
、岩﨑伸
丈（12 日）
、上田純一（12 日）
、佐藤真義（17 日）
、
井上勝美（18 日）
、鈴木恭二（22 日）
、荒井伸夫（26
日）
各会員

■次年度テーマ
奉仕を通じてインパク
トをもたらすため、会
員増強→「みんなが一
人を入会させよう」
■国際ロータリー第 2770 地区
2021 年～2022 年 ガバナー

松本 輝夫（さいたま中央 RC）
・各種委員会活動において、zoom 等で
会議の工夫をして意思疎通を図る。
・RI 方針による奉仕プロジェクト・ロ
ータリー財団・ロータリー米山記念
奨学生への活動
・コロナ禍であるが、親睦・奉仕活動にトライしてくだ
さい。
・戦略計画の立案と進行・新規事業への取り組み

■2021-2022 年度
国際ロータリー
第 2770 地区戦略計画
ロータリーのビジョン
声明
私たちは、世界で、地域
社会で、そして自分自
身の中で、持続可能な良い変化を生むために、人びと
が手を取り合って行動する世界を目指します。
「より大きなインパクトをもたらす」 「参加者の基盤
を広げる」 「参加者の積極的なかかわりを促す」
「適応力を高める」
COVID19 のパンデミック
でさまざま影響が…
対する地区の対応は
・地区ＩＴ委員会による、
デジタル化のサポート
・マイロータリーの登録 100％
・マイロータリーのラーニングセンターの利用

■2021 年度地区数値目標
１. 会員数 2600 名以上
２. 出席率 90％以上（オンラインも含めて）
３. ロータリー財団寄付
年次基金 会員１名 200 ドル
ポリオプラス基金 会員１名 50 ドル
恒久基金 クラブ１名（べネファクター1000 ドル）
※会員５０名以上のクラブは２名
４. 米山記念奨学会寄付 会員 1 名 25000 円以上
（普通寄付 5000 円 特別寄付 20000 円）
５. 青少年交換 不確定
■部門委員会別活動方針
①ロータリーの友について 梶間 純子（浦和中 RC）
「ロータリーの友」をよく読んでロータリーのことを
理解してほしい
②管理運営部門 中島 賴光（越谷南 RC）
みんなの人生を豊かにするために RLI
③公共イメージ部門
大竹 純（川口 RC）
メディアや You tube の活用、ポリオ根絶のためのク
ラシックカーレース
④会員増強維持部門 市川 英敏（八潮みらい RC）
会員基盤を増強 次々年度 130 名を目標に
⑤職業奉仕部門 内田 康信（浦和北東 RC）
職業上においても奉仕活動 「もっとも奉仕するも
のはもっとも多く報いられる」by シェルドン
⑥社会奉仕部門 横田 松博（浦和中 RC）
地域の奉仕 卒業式に花いっぱい贈る、こども食堂
の支援など行われているらしい
⑦国際奉仕部門 国武 充（川口南 RC）
姉妹クラブへとの交流、海外への支援は、コロナ禍
で難しい
⑧青少年奉仕部門 栗原 偉憲（杉戸 RC）
インターアクト（埼玉栄高校と協定）
、ローターアク
ト、ライラ。将来のリーダーシップのスキルを磨く
⑨ロータリー財団部門 藤村 作（上尾 RC）
ポリオ根絶、グローバル補助金、財団奨学生関係な
どに使われる
⑩米山記念奨学生部門
藤嶋 剛史（大宮西 RC）
日本で学ぶ留学生を支援
※大宮西ロータリークラブでは、例会時、体温の測定、手指消
毒の施行、マスク着用による感染予防に努めております。集合
写真撮影の際は、話をすることなくマスクなしでの画像も撮影
しております。

