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会 長 挨 拶
会長 染谷 義一
皆さんこんに
ちは。本日は 45
回目の例会、最
終夜間例会であ
ります。お集ま
りいただき大変
ありがとうござ
います。
ご来賓として
第 2770 地区、第
4 グループの小暮
ガバナー補佐にもご出席をいただきました。本
最終例会に華を添えていただきましたことに感
謝を申し上げます。
そしてご家族の皆様にもご出席をいただきま
した。大変ありがとうございます。
昨年の 7 月、大荒れの中の出航でありまし
た。緊急事態宣言の発出、そして延長、まん延
防止等重点措置の適用そして延長、再延長な
ど、ブレーキとアクセルを踏み分けながらの運
営でしたが、どうにかこうにか、最後の例会ま
で漕ぎ着けることができました。例会場では検
温やマスク等の感染対策の徹底、食事の出し
方、テーブル席の人数制限、Zoom の対応、
等々、全て初めてのことでしたが、会員の皆様
のご協力により、しっかり対策をとることがで
きました。改めて感謝を申し上げます。
本年度で大きい出来事といえば、やはり東京
オリンピック・パラリンピックが一年延期され
たことと、台湾国際大会が事実上中止になった
ことです。これにより下期の例会を全て組み直
しせざるを得ませんでした。
その様な中であっても、会員旅行やクリスマ
ス夜間例会、企業訪問、東京オリ・パラ事業を
開催できましたことは、会員皆様のご協力があ
ってのことだと思っております。感謝を致して

長
事

染谷 義一
荒井 理人
榎本 貞寿
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おります。
最終例会は例年通り二部制で、この後の懇親
会は風岡委員長率いる親睦委員会が担当致しま
す。リハーサルもしっかり熟して準備万端であ
ります。最後までお愉しみをいただければと思
っております。
一年間大変お世話になりました。最後のご挨
拶とさせていただきます。
本当にありがとうございました。

ロータリーの目的・四つのテスト
【本日のリーダー】
増永 裕樹 会員

お客様紹介、米山記念奨学生紹介
副会長 内山泰成
■第小沢隆
2770 地区第４G ガバナー補佐
小暮 昭弘 様
■吉田 暎治 会員 令夫人 吉田 利江 様
清水 恒信 会員 令夫人 清水 芳子 様
藤池 誠治 会員 令夫人 藤池 曠子 様
荒井 伸夫 会員 令夫人 荒井 悦子 様
谷口 栄正 会員 令夫人 谷口 智恵美 様
■2021 学年度米山記念奨学生
グェン ティ ガンさん
（ご紹介：副会長 内山 泰成）

幹事報告
幹事 荒井 理人
事14
皆さまこんにちは。幹事報
告をいたします。
第 2691 例会の週報に誤字
がありましたので、本日再
配付しております。大変失
礼いたしました。そして、
一年間ありがとうございま
した。本日も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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E-mail：west@rc-omiya-west.com HP : http://rc-omiya-west.com/

理事役員退任挨拶

今年度の理事役員の皆様、部門委員長・委員長の
方々、事務局、そして高見様をはじめとするパレ
スホテル大宮のスタッフの皆様、ありがとうござ
いました。感謝申し上げます。
（会長 染谷 義一）

来賓ご挨拶
■第 2770 地区第４G
ガバナー補佐 小暮 昭弘 様
IM ポリオ根絶チャリティー
コンペにご協力いただきあ
りがとうございました。染
谷会長、荒井幹事、一年間
お疲れ様でした。大宮ソニ
ックシティでのオリンピッ
ク記録の掲示は、対象を絞らない奉仕活動でと
ても良いと思います。参考になります。本日
は、よろしくお願い申し上げます。

記念品贈呈
5

委員長報告
■副 SAA 関根 正也
２年間副 SAA を務めさせて
いただきました。本日まであ
りがとうございました。お礼
の意をこめまして、オリンピ
ックの応援タオルを皆様にお
配りいたしました。どうぞお
使いください。
皆様、一年間、お疲れさまでした

表彰・記念品贈呈
【皆勤賞】
ロールケーキ（アマエール）
林
正、新藤 耕四郎、吉田 暎治、清水 恒
信、藤池 誠治、木本 栄一、中村 雅之、渋谷 廣
慶、内山 泰成、小沢 孝、新藤 栄介、小島
徹、新井 清太、田口 修身、石三 重則、福田 和
子、島村 まり子、円谷 友香、染谷 義一、山崎
一祥、小林 政良、榎本 貞寿、藤嶋 剛史、井上
勝美、永井 伸剛、佐藤 真義、竹内 雅人、小岩
淳一、横溝 一樹、永井 博、石丸 主憲、押野
一郎、荒井 理人、胡 平、岡部 勉、瀬戸本 一
雄、風岡 淳一、関根 正也、小林 又次郎、菊池
裕一、緒方 学、松本 有祐、川﨑 春夫、上田
純一、増永 裕樹、川口 晃一、谷口 栄正、坂田
勝彦、苗村 康男
各会員

【新会員紹介者賞】苺ﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝｹｰｷ 5 号
（カッコ内は入会会員名）
大熊 雄喜（佐藤淳也）
藤池 誠治（竹ノ谷純宏）
高橋 誠一（𠮷田信行・駒月理人・木田耕司・
佐藤貴之）
染谷 義一（出山隆信・中嶋正尊）
胡 平（福家誠司・是永泰宏）
岡部 勉（苗村康男）
川﨑 春夫（山本明彦）
貝沼 勤（島袋博昭・
杉山克博）
伊田 雄二郎（島野良紀）
各会員

皆勤賞の皆様

次年度運事、役員、委員長紹介

第二部

次年度 59 代会長エレクトの福田
和子です。
まずは、今年度、染谷会長はコ
ロナ禍でありながら積極的にロー
タリー活動を推進して成功裏に終
了することが出来ました。ロータ
リーの組織は、ワンイヤーなので
この日を最後に交代せねばなりま
せん。もう少し継続していただきたいと思います
が、 残念です。染谷年度の皆様お疲れ様でした。
大宮西ロータリー58 年間の功績を引き継ぎ、59
代がロータリー活動の模範となるよう前進したいの
で次年度リーダーとなる理事、役員、委員長をここ
でご紹介します。幹事は、押野一郎会員です。大変
な役目ですが、大宮西を盛り上げていただきたいと
思います。

懇親会

開会の挨拶
一年の御礼
乾杯
アトラクション
次年度理事役員紹介
中締め
閉会の挨拶

副会長 内山 泰成
会長 染谷 義一
直前会長 小木曽 賢己
芸者さんの舞踊
（MC 染谷会長）
会長エレクト 福田和子
幹事エレクト 押野一郎
副会長 小沢 孝
幹事 荒井 理人

■開会の挨拶
副会長
内山 泰成

■乾杯
直前会長
小木曽 賢己
■中締め
副会長 小沢 孝

■アトラクション
芸者さんの舞踏

■一年の御礼
会長 染谷 義一

■司会
親睦委員長

風岡 淳一

■閉会の挨拶
幹事 荒井 理人

