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会長 福田 和子 

 
 皆さん こんにちは。 
本日は、多くの皆様、
そして Zoom 参加の皆
様、御参加をいただき
有難う御座います。 
 1989 年、女性の入会
が職業宣言で採択され 
32 年がたちました。当

クラブ 50 周年の中村雅之パスト会長の時、女
性初の会員にさせていただきました。そして、
この度、第 59 代の会長職を拝命し、バッジの
重さを感じます。一年間宜しくお願いします。 
コロナ禍においてワクチン接種も進みつつあり
ますが、基礎疾患のある方、体調のすぐれない
方などは無理せず、Zoom によるご参加をお願
いします。 
 そして今年度も、無償で RI テーマ旗、クラ
ブスローガンの旗も制作していただきました、
藤池会員に感謝申し上げます。 
 本日、初例会に、さいたま市長特別秘書 吉田 
太 様、第 2770 地区第４グループガバナー補佐 
三枝 和男 様、幹事 堀江 誠一 様、ようこそお
越しいただきました。心から歓迎申し上げま
す。それから、新会員お二人を仲間として本日
お迎えをいたします。 
 また 一年間コロナ禍において日々状況の変
わる中、例会を中止せず全 45 回開催されまし
たこと、染谷直前会長と荒井前幹事に改めて尊
敬の意と感謝を申し上げます。 
 
 我がクラブも来年は 60 周年を迎えます。 
1963 年３月、30 名のメンバーで創立いたしま
した。各会員が、ロータリーをこよなく愛し活
動、今年度は 115 名での出発となります。 
諸先輩たちが築いた歴史あるこのクラブを継続
し成長するため、心に夢を抱き奉仕活動を積極

的に進めて参ります。理事・役員・会員の皆様
のご協力をお願い申し上げます。 
 
それでは、本年度の方針を発表させて頂きま
す。年度計画書の表紙は、アフターコロナにな
って経済も復活することを願い、元気が出るピ
ンク色にしました。 
（年度計画書の説明） 
 

(年度計画書の説明) 
 
 
【本日のリーダー】   

 
苗村 康男 会員  
 
 

 
 
■市長特別秘書  吉田 太 様 
（名誉会員 さいたま市長 清水勇人様代理） 
■第 2770 地区 第４グループガバナー補佐 
三枝 和男 様、グループ幹事 堀江 誠一 様 
■入会者／ 
・綜合警備保障株式会社 埼玉中央支社  
  支社長  佐藤 淳也 様 
・株式会社 三菱ＵＦＪ銀行  
  大宮支店兼大宮駅前支店 支店長 木田 耕司 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 新井 清太） 
 
 
 
幹事 押野 一郎 
幹事の押野一郎でございます。これから一年
間、福田会長を支え、会員の皆様にとって良き
世話役となれるよう精進して参りたいと存じま
す。今週の幹事報告は二点です。 
まず一点目は来年６月４日～８日の北米ヒュー
ストンで開催される国際大会についてです。 

会長挨拶・所信表明 

お客様紹介、米山記念奨学生紹介

小沢隆  副会長 内山泰成 
 

ロータリーの目的・四つのテスト 

幹 事 報 告 
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名誉会員委嘱状交付 
 
 

お客様ご挨拶 
 
 

12 月 15 日までの申し込みには 
早期割引が適用され 475 ドルに 
なります。 
二点目ですが、７月のロータリー 
レートは、1 ドル 111 円です。 
よろしくお願いいたします。 

   
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
■綜合警備保障株式会社 埼玉中央支社  

支社長  佐藤 淳也 様 
●ご紹介 大熊 雄喜 会員 

■株式会社 三菱ＵＦＪ銀行  
  大宮支店兼大宮駅前支店支店長 木田 耕司 様 
 ●ご紹介 高橋 誠一 会員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
名誉会員 さいたま市長 清水 勇人 様 代理 
■市長特別秘書  吉田 太 様 

本日は、コロナ禍の大変厳しい状況のなか、大宮西
ロータリークラブの初例会が、ご関係の皆様のご努力
により、このように盛大に開催されますことを、心か
らお祝い申し上げます。 
 染谷前会長をはじめロータリアンの皆様には、日頃
より、ピンクリボンライトアップや、鉄道博物館ナイ

トミュージアムをはじめ、
さまざまな奉仕活動を通じ
て、地域社会、国際社会の
発展にご尽力いただいてお
りますことに、深く敬意を
表します。 
 また、染谷会長のご退任
により、新たに福田様が会
長にご就任なさったと伺っ
ております。福田会長のも

とで、大宮西ロータリークラブがますます発展してい
くことを心からご祈念申し上げます。 
 さて、本市は今年で誕生から 20 年を迎え、人口は
133 万人に迫る大都市として、着実に成長してまいり
ました。 

本市を「住みやすい」と答える市民の割合が 86.3％
と、この 10 年間で 10.1 ポイントアップし、過去最高
に達しました。 

また、日本総合研究所がまとめた政令指定都市の幸
福度ランキングでは、本市は全国で 20 ある政令指定
都市のうち、幸福度一位の評価を頂くことができ、日
本経済新聞の「全国市区・SDGs 先進度調査」において
も、さいたま市は全国で一位の高い評価をいただくこ
とができました。本市のこのような内外の高い評価
と、成長・発展を遂げてまいりましたのも、ご参会の
皆様をはじめ、多くの皆様のご尽力の賜物です。この
場をお借りして心から感謝を申し上げます。 
 一方で、いまだ全国的に新型コロナウイルスの感染
が収まらない状況ですが、本市においても、市民の皆
様に安心して暮らしていただけるよう、医療提供体制
の更なる強化や地域経済の早期回復に向けた様々な経
済対策や支援を行い、市民の皆様から大きな期待をい
ただいているワクチン接種につきましても、感染収束
の切り札となるものであり、一日でも早く、一人でも
多くの皆様に接種していただけるよう、地域の医療機
関の皆様に御協力をいただきながら、接種を加速化し
ているところでございます。 
 現在は、60 歳までの方に接種クーポンを発送し、基
礎疾患がある方については、先行接種の受付を行って
おります。また、市営桜木駐車場と浦和競馬場には、
特設接種会場を設けております。接種の際には、ぜひ
ご活用いただきますよう、よろしくお願いいたしま
す。 
 今後も一日でも早く、皆様が安心して生活できる日
常を取り戻せるよう、全力で取り組んでまいりますの
で、大宮西ロータリークラブの皆様には、長きにわた
る歴史に培われた多様な奉仕活動を通じて、これから
も地域社会を支え、若者たちの健やかな成長を支えて
いただきますようお願い申し上げます。 
 結びに、大宮西ロータリークラブのご発展と、ご参
会の皆様のご健勝でのご活躍をご祈念し、ご挨拶とさ
せていただきます。 

さいたま市長 清水 勇人 
※市長特別秘書 吉田 太 様に代読していただきました。 

 

 

 

■第 2770 地区 第４グループ ガバナー補佐 
 三枝 和男 様 
■第 2770 地区 第４グループ 幹事  
  堀江 誠一 様 
 この度第４グループガバナー補佐を務めさせて頂き

ます、大宮東ロータリークラブ所属の三枝和男とグル

ープ幹事の堀江誠一です。松本輝夫ガバナーのご意向

に沿って職責を全うして参る所存ですので、一年間宜

しくお願いを申し上げます。 

バッジ交換 

入 会 式 
 
 
 
 

■会長 
染谷義一→福田和子 
 

■幹事 
荒井理人→押野一郎 
 

■副会長 
内山泰成・小沢孝 
    ↓ 
新井清太・藤嶋剛史 



 

大宮西ロータリークラブ第 59 代 福田和子会長、押

野一郎幹事、ご就任誠におめでとうございます。歴史

と伝統ある大宮西ロータリークラブにあって初の女性

会長のご就任、また初例会に於いてお二方の入会式を

執り行われるという事で素晴らしい年度のスタートに

重ねてお祝いを申し上げます。 

 2021～2022 年度 シェカール・メータ RI 会長は、RI

テーマを、“Serve to Change Lives”（奉仕しよう みん

なの人生を豊かにするために）と発表されました。そ

して、「奉仕するとき、誰かの人生だけでなく自分の人

生も豊かになる」、「人びとの世話をし、奉仕すること

こそ、人生の最高の生き方」と述べ、奉仕プロジェク

トへの積極的な参加を会員に呼びかけています。 

 松本輝夫ガバナーは 2021～2022 年度の地区活動方針

について、“Serve to Change Lives”（奉仕しよう みん

なの人生を豊かにするために）と掲げられ、地区戦略

計画には 

１. ロータリーのビジョン声明の達成 

２. ４つの優先項目「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」に沿った活動を 

   掲げ効果的なクラブづくりを目指します。 

また、地区運営方針を、“COVID19 に負けずに「クラ

ブに変化と成長を」”として、 

１. 例会にオンライン参加も加える 

２. 全クラブがロータリー賞を目指す 

３. ロータリー奉仕デーの企画を実現する 

４. 世界ポリオデーにポリオ根絶推進のためにクラシ 

   ックカーレースを実現 

５. ローターアクトクラブ及びローターアクターと 

   共同奉仕事業を 

６. 財団補助金大口枠利用にローターアクター参加を 

と定め、“常に変化しながら、未来を繁栄させることに

注力”と変化を恐れず、コロナ禍にあってＩＴの積極

的な活用と意義ある奉仕の実現を求めています。 

  シェカール・メータ RI 会長、並びに松本輝夫ガバナ

ーの意をご理解いただき、会長・幹事を中心にクラブ

会員の皆様が一丸となって、地区目標、クラブ目標を

達成され、充実したロータリー活動を、共に実践して

参りたいと思います。 

 何卒、大宮西ロータリークラブの皆様にはご指導、

ご鞭撻、ご協力をお願い申し上げ、表敬のご挨拶とさ

せて頂きます。ありがとうございました。 
 
 
 
 
財団支援部門  
部門委員長  
竹内 雅人 より 
グェン ティ ガン 
さんに奨学金授与 
 

 
 

 
※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。 

 
 
 

 

   

米山記念奨学金支給及び近況報告 
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