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そして、ロータリーの友の解説ですが、
永井 伸剛 会員にお願いしております。後
ほど宜しくお願い致します。
本日の例会は、クラブ協議会での次年度
方針発表です。福田会長エレクトが会員皆
様に次年度基本方針、運営方針をお示しさ
せていただきますので、会員の皆様に於か
れましては、ご理解を賜りますようお願い
申し上げます。
変異株により重症化率が高くなっており
ます。どうぞ会員の皆様に於かれましては
健康に十分ご留意ください。
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。

会長 染谷 義一
皆さんこんにちは。Zoom でご参加いた
だいている会員の皆様大変ありがとうござ
います。
埼玉県は一昨日、まん延防止等重点措置
の適用期間を 5 月 31 日まで延長致しまし
た。これにより、当クラブも５月 31 日まで
Zoom のみの例会を延長させていただきま
すが、５月 24 日の女流棋士 矢内 理絵子
様の卓話のみ、ハイブリッド例会とさせて
いただきます。会員の皆様に於かれまして
はご理解とご協力をお願い致します。
そして、5 月誕生日の皆様、お誕生日お
めでとうございます。後日、クオカードを
お渡しさせていただきますので、お使いい
ただければと思います。
本日、齊藤照夫会員が Zoom でご参加を
いただいております。４月１日で 80 歳、傘
寿のお祝いでございます。後ほど一言、お
言葉を頂ければと存じます。

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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事務局：さいたま市大宮区桜木町1-11-2 YK-12ビル 4F
TEL 048-871-8881 FAX 048-871-8882
E-mail：west@rc-omiya-west.com HP : http://rc-omiya-west.com/

幹 事 報 告
幹事 荒井 理人
皆さまこんにち
は。幹事報告をい
たします。先日、
皆さまにご案内い
たしました、みう
ちゃんの心臓移植
ですが、救う会よ
り目標金額に達成
いたしましたと、
お手紙をいただき
ました。一部抜粋
して報告させていただきます。
『皆様の多大なるご協力をいただき、目標とす
る募金額を達成することが出来ました。
皆様、一人一人の優しい気持ちが他の人に伝わ
り、みうちゃんを必ず助けるという目標のも
と、物凄い大きな力へと変化して行きました。
この先は、主治医の先生方と医療スタッフに、
皆様の思いを託しバトンタッチいたします。
皆様の温かいお言葉、ご支援は一生忘れませ
ん。』と、来ております。みうちゃん頑張れ。
次週例会は、ＩＭとなっております。皆さま
は Zoom にて参加となっておりますので、宜し
くお願いいたします。その際、当会のＩＤとＰ
Ｗとは異なりますのでご注意ください。
今月のロータリーレートは、1 ドル 109 円と
なっております。
本日も宜しくお願いします。

誕 生 日 祝 い
山崎 一祥（２日）
、菊池 裕一（８日）
、
中谷 輝彦（17 日）、柴木 健之（18 日）
、
小岩 淳一（18 日）、新井 清太（21 日）
、
石三 重則（21 日）、
高橋 誠一（28 日）
各会員

今後は元気で例会にも出席していきたいと思
っています。よろしくお願いします。
Zoom ですとニコニコがなかなか出せず申し訳
ないのですが、いずれ伺った時、まとめてお支
払いします。

ロータリーの友

解説

雑誌・会報委員会
永井 伸剛
■横組
P.３.
RI 会長メッセージ
青少年交換を大切に思っ
ています。中止になって
いるのは残念。新世代交
換も素晴らしいプログラ
ムです。今は準備を。
P.７.
青少年奉仕月間 あなたのエールで輝く若人
P.16.
バギオ基金
フィリピンの若者の夢と希望を実現
P.18.
侃侃諤諤
新型コロナ体験 得たこと 失ったこと
P.26.
世界のロータリープロジェクト
■縦組
P.４.
子どもたちの健やかな心を育む
人を育てるということは、その子の最大限の力
を引き出すこと。子どもの特性をよく知ること
が大切。
P.13.
卓話の泉 睡眠力を鍛える
P.20.
ロータリーアットワーク

クラブ協議会

ご 挨 拶
■齊藤 照夫 会員 傘寿にあたって
４/１に 80 歳になりました。本人はまだ気が
付いていません、年寄りになったのをわかって
いません。よく出かけていて、ゴルフ場にはよ
く通っています。
あと、クオカードっ
て何に使えるのでし
ょうか？コンビニで
お買い物できるので
すか。見慣れないも
ので、ちょっと戸惑
っておりました。

会長 染谷 義一
より、ご紹介。
次年度方針発表
会長エレクト
福田 和子
それでは、次年
度会長方針を述べ
させていただきま
す。先日、会長研修セミナーで学んだことを
会員の皆様に発表させていただきました。内
容を、再度申し上げます。

RI 会長・シェカール メー
タさんは、インドの方で
す。
インドは、今、大変です。

そして、３年目標、年次目標とあります。
１. クラブ基盤の強化
２. インパクトのある奉仕活動
３. 会員の積極的参加
この３つの内容は、それぞれに繋がっており
ます。達成したいのでどれも外せません。
次年度は、会員増強維持、純増 130 名を目
指します。

RI のテーマは、
「奉仕しよう
みんなの人生を豊かにするために」
RI 会長は、ロータリーに携わりそのことで
超我の奉仕の標語に感銘を受けました。自分
のことばかりでなく誰かの為に生きてこそ人
生には価値がある、と唱えています。
クラブスローガン
「心に夢を 奉仕に行動を」
を立てました
昨年から続く、100 年に一度といわれる新
型コロナウイルスは、いつ収束するのか想像
もつきません。生活・仕事は制約を強いら
れ、ロータリー活動も通年通りに開催するこ
とができないのが現状です。
しかし、その環境の中でも支援・奉仕活動を
待つ人々がたくさんいら
っしゃる状況ですので、
プロジェクトの方法を変
えてでも継続しなければ
なりません。
今こそ ! 超我の奉仕を
実践する時が来ました。

当クラブは、
来年で 60 周年を迎えます
諸先輩方が築き上げた歴史の中に新しい光を
注ぎ、次世代のリーダーを育成することで、
インパクトのあるクラブに進化し地域のため
に活躍しましょう。

新規事業へのチャレンジ
１. 米山・ポリオデー・ロータリー奉仕デー
参加
２. 大宮西 RC 創立記念日事業として、青少年
の為、アニメ・コスプレを(株)ハコスタと
共同事業
ストリートダンスフェア
日本ダンス協会とのコラボを計画中
３. 東京オリパラ観戦…学校へのチケット配布
４. ろう学校へデジタル教育の支援
（地区補助金を使用）
５. 養護施設カルテットへの子供自転車寄贈、
“ロータリー号”に乗っていただく
６. 姉妹クラブへの表敬訪問（目標）
７. 国際大会参加（目標）
８. コロナの影響で計画通りに行かない場合が
あるかもしれません
会員旅行は、来年 5 月頃にするかどうか、未
定です。
皆様のご協力・ご理解をお願いします。

次年度の焦点は、ロータリーの中核的価値
観だと思います。いわゆる「親睦・奉仕・高
潔性・リーダーシップ・多様性の５つ」
そこで大切なのが、大宮西ロータリークラ
ブの戦略計画です。
ビジョン
「活力に満ち、感動あふれる
地域一番のクラブになろう」
戦略目標は、大きく３つあります。

会長 染谷 義一
「ご説明、ありがとうございました。

大宮西 RC の中で、一番ロータリーが大好き。
ロータリーの活動をしていると、心が落ち着
く」と熱く語ってくださった福田エレクト。
59 代にして、初めての女性のリーダーです。
60 周年への橋渡しになってくださると思いま
す。いい形でスタートが切れるといいです
ね。
特にご異議がな
ければ、拍手を
もってこれで進
めさせていただ
きます。
あと一か月半の
今年度もご協力
をよろしくお願
いします。

※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。

