ROTARY CLUB OF OMIYA WEST
2020～21 年度

大宮西ロータリークラブ週報

例会場：パレスホテル大宮

会
幹

例会日：月曜日 12:30～13:30

雑誌・会報委員会

創

立：1963年3月22日

会 長ｚ 挨 拶

会長 染谷 義一
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。Zoom のみの例会
に再び戻ってしまいましたが、暫くご辛抱くだ
さい。
先週の金曜日にご案内をさせて頂きました通
り、まん延防止等重点措置の対象地域にさいた
ま市も指定され、当クラブも本日の例会と 5 月
10 日の例会が Zoom の
みの例会となりまし
た。因みに 17 日の例会
は、第３・4G 合同例会
ですが、こちらも、本
次年度会長幹事以外は
Zoom でのご参加となり
ますのでご注意くださ
い。
5 月 1 日に予定しており
ました“5 月第一例会”
はご案内をさせていた
だきました通り、イベ

長
事

染谷 義一
荒井 理人
榎本 貞寿
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ント広場の壁面をお借りして事業を開催する予
定でおりましたが、日程がずれ込んでしまいそ
うです。イベント広場の掲示日程が決まりまし
たら、改めてご案内をさせていただきます。
本日の例会は地区役員報告です。本年度は４
名の会員が地区へご出向されておりますが、本
日は３名の方からのご報告です。米山記念奨学
増進委員会 藤嶋委員長、国際交流委員会 島村
委員、インターアクト委員会 横溝委員、どう
ぞ宜しくお願い致します。地区にご出向され、
苦労したことや勉強になったことなどを発表し
ていただき、一人でも多くの方がご出向に興味
をもっていただければ、本日の例会はより有意
義なものとなります。
最後に会員増強についてです。是非、ロータ
リーにご興味のある方をご紹介してください。
この様な環境下だからこそ会員を増やして多く
の情報交換を致しましょう。ご協力をお願い致
します。
どうぞ会員の皆様に於
かれましては健康にご留
意いただいてお過ごしく
ださい。
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。

お客様紹介、米山記念奨学生紹介
副会長 内山泰成
2021 学年度 米山記念奨学生
グェン ティ ガン さん（Zoom にて参加）
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幹 事 報 告
幹事 荒井 理人
皆さまこんにち
は。幹事報告をさせ
ていただきます。
先日の例会でも岡
部 SAA からご案内が
ございましたが、当
会、５月１日～９月
末日までクールビズ
とさせていただきま
す。
また、先ほど会長
からお話がございましたが、５月 10 日の例
会、17 日の第３、第４グループのＩＭ合同例会
ですが、会員の皆さまは Zoom のみの参加とな
りますのでご注意ください。
先日の例会でお話しさせていただきました、
事務局・清水さんのお孫さんの友達、みうちゃ
んの心臓移植ですが、目標金額まであと少し
となっているようです。渡米の手続きも開始
したそうですが、あと一歩だそうです。皆さ
ま、さらなるご協力を宜しくお願いします。
本日も宜しくお願いします。

委 員 長 報 告
■インターアクト委員会
委員長 横溝 一樹
昨年は中止になった、埼玉栄高
校吹奏楽部定期演奏会が今年
は開催されます。６/５(土）で、
昼の部・夜の部の二部制です。
場所は、大宮ソニックシティ
大ホールです。詳細は追ってご
連絡いたします。

地区役員派遣報告
資金推進委員会 竹内 雅人 委員
（欠席のため、SAA 岡部 勉 代読）
今年はコロナのため、最初の顔合わせの時だ
け集いましたが、
その後の委員会はすべて Zoom
でした。財団月間に川口北クラブに卓話に伺い
ましたが、活動はほとんどありませんでした。
次年度も財団に出向します。コロナ禍で活動
がフルに出来るか心配ですが、大宮西の看板を
背負ってがんばります！

国際交流委員会
島村 まり子 委員
国際交流に出向して
います、島村まり子です。
今年度はコロナ禍の中、
Zoom で委員会を開き、
Zoom でフィリピンとの
やりとりをいたしまし
たが、活動は次年度に行
う予定です。
国際奉仕、国際交流委
員会は、
「奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界
的ネットワークを通じて国際理解、親善、平和
を推進すること」を実践出来るよう最善を尽く
します。
少しでも皆様に国際奉仕活動に理解をいた
だき、国際奉仕活動に参加していただけるよう
努力してまいります。
インターアクト
委員会
横溝 一樹 委員
本年度地区イン
ターアクト委員会
に出向させていた
だいております横
溝です。
当委員会はコロ
ナの影響で活動に
大きな制限を受け、
ほとんどの事業が
中止もしくは見送りという結果になりました。
そこで、今回は地区委員会で作成した資料を
もとに「インターアクトクラブ」および「地区
インターアクト委員会」についての解説と活動
の紹介を行いまして派遣役員報告とさせてい
ただきたいと思います。少しでも皆様のご興味
やご理解に繋がる機会となれば幸いです。

今こそ 原点回帰の機会
知ろう！「インターアクト」
「インターアクト」 とは？
「Interaction（国際的活動)」 を意味します。
・1962 年、米国フロリダ州メルボルン高校にて、
最初のインターアクトクラブが結成されまし
た。
・詳しい要覧は「My Rotary」より PDF にて入
手できます。
「インターアクト委員会」の役割
・インターアクトクラブの提唱をクラブに呼び
かける。
・インターアクターがロータリーと関わり続け、
ロータリーのプログラムや活動に参加し、卒業
後にほかのプログラムに移行できるよう支援

する。
・インターアクターが、ロータリーのプログラ
ムや活動に参加できるよう支援する。
・学校側、特に顧問教師会との連携を密にし、
定期的な会合を実施する。

例） 地元の中学校の生徒会や部活動との連携
（PTA やコミュニティスクール方針との連携
も）
↓
地域のお祭り等の活性化
(地域社会奉仕にも公共イメージ向上にも寄与)

「インターアクト」 の目的とは？
・世界に友だちを広げながらボランティア精神
と国際感覚を身につける。
・12～18 歳の中学・高校生が、地元でのボラン
ティア活動や海外のインターアクト会員との
交流を通じて視野を広げ、国際感覚を養う。
・ロータリークラブの支援を受けて設立される。
・友だちと一緒に楽しみながらロータリーの
「超我の奉仕」を学び、行動力を身につける。
2770 地区のインターアクトクラブ
引き続き、インターアクトアクト活動へのご協
力をよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
米山記念奨学増進委員会
委員長 藤嶋 剛史
「インターアクト」でできること
・学校や地元地域でボランティア活動をする
・異文化について学び、国際親善に貢献する
・学校や地元地域でリーダーシップを発揮する
・楽しみながら、世界中に友だちをつくる

33 年目を迎える日韓交流事業
もっと「インターアクト」を提唱するには？

２年前、SAA チームの
メーキャップツアーで浦
和東ＲＣに行った際の、
松村会長の挨拶が二つ印
象に残っています。
一つは、大宮で清水恒
信さんに偶然お会いした
時のやりとりが「それで
こそロータリー」の歌詞そのものだった、とい
うお話、二つ目は「ロータリーモーメント」を
知っていますか？とのお話でした。ロータリー
モーメントとは「記憶に残る、ロータリーの感
動体験」です。
今回は地区米山部門で私が体験した、ロータ
リーモーメントのお話をします。
それは出向して半年の新米委員だったとき、
10 月の米山月間で奨学生卓話に同行した、中国
の女の子との交流でした。同行から２か月ほど
たったとき、私と地区委員長が彼女の就職内定
先の飲食店に誘われ、ご一緒とは知らなかった
のですがカウンセラーご夫婦と食事をしまし
た。その時、中国のお嬢様と思っていた彼女
が、卓話先のクラブで食事にほとんど手を付け
なかったのは義父の喪に服していたこと、一人
っ子政策で養子に出され米山奨学期間中に異国
で天涯孤独になったこと、そのためカウンセラ
ーご夫婦が彼女に「うちの娘になって欲しい」
とお願いしようと考えていること。そして私た
ちが招かれたのは、自分を奨学生に選んでくれ
た委員長と卓話に同行してくれた私へのお礼の
ためだったことを知りました。口数の少ない子

だったので、カウンセラーさんからお話を聞き
ようやく知ったことばかりでした。
思えばこの頃から米山に熱心に取り組むよう
になったように思います。
米山奨学生には、裕福な子もいますし表面だ
けではわからない色々な事情を抱えた子もいま
す。みな、一生懸命日本で学んでいます。そし
て「将来は懸け橋に」といいますが、それは奨
学生がどんな道に進むかによるので、すぐにな
る子もいれば、ずっと先になる子、ならない子
もいるかもしれません。それでも、ロータリー
の良き理解者として、国際理解・親善・平和を
願う、親日家・知日家の外国人の若者が増える
のはそれで素晴らしいことだと思いますし、ぜ
ひ長い目で、おおらかな目で見ていただきたい
な、と思います。
次年度、地区ではポリオデーイベントを大宮
桜木駐車場で行う予定です。そこで、以前大宮
西 RC で行った「END POLIO ポップコーン」販
売を、地区米山奨学生全員で行いたいと考えて
おります。それが奨学生たちのロータリーモー
メントになるといいな、と思っています。当ク
ラブの奨学生ガンちゃんも参加しますので、ぜ
ひ皆さんもご協力をお願いいたします。
また、ガンちゃんのクラブでの２年間にもた
くさんのロータリーモーメントがあるといい
な、と思っています。そのためにもぜひ良い事
業を行っていただきたいと思いますし、それが
会員皆のロータリーモーメントにつながれば素
晴らしいことだと思います。
執行部役員会も Zoom で

閉会の点鐘

※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。

