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会長挨拶・所信表明
会長 福田 和子
こんにちは。多くの
お客様、Zoom でご参
加のかた、会員の皆
様、お忙しいなかお集
まりいただき、ありが
とうございます。東京
では緊急事態宣言、さ
いたまではまん延防止
等重点措置が発令され
ました。オリンピック
を迎えるところ、変異
型ウイルスなどもまん延し驚異的なウイルスで
大変ですが、お互いに気を付けましょう。
悲しいお知らせがあります。７/５、川鍋前会
員が病気の為、永眠されました。生前はロータ
リーの友の歌壇などに投稿され、楽しませてい
ただきました。残念です。ご冥福をお祈り申し
上げます。
染谷前会長の企画、イベント広場の世界記録
掲示の件が、７/８の読売新聞に掲載されまし
た。あちこちから反響が多くありました。少し
でもロータリーを理解してくれたらいいなと思
っております。実行された関係者の皆様、制作
に携わった藤池会員、ご協力ありがとうござい
ました。
本日は、新会員の島野様、杉山様、お二人を
仲間にお迎えします。ところで残念なのです
が、貝沼勤会員が退会されるとのことです。あ
とでご挨拶をいただきたいと思います。
今日は二回目の例会です。ゴルフに例える
と、二番目のホールのティーグラウンドに立っ
た感じです。今後どう進むか、戦略計画にのっ
とりひとつずつ進めていこうと思います。
戦略計画を進めるにあたり、部門別委員会方
針を皆様に発表していただきます。コロナ禍で
すが、先の見える企画・提案をお願いします。
各部門においては、今後はなるべく少ない人数
で、炉辺会合（コアな親睦会議）を開いてほし
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いと思います。会合ではアイデアが生まれま
す。今後当 RC が活躍する基礎となります。
会員増強についてです。純増 15 名をめざし、一
人ひとりがその気になって紹介だけでもお願い
します。
本日は今月の誕生日祝いです。関根出席委員
長のアイデアで誕生日席を設けました。おいし
いケーキをいただきました。お祝いにはメッセ
ージ付き図書カードをご用意しています。
ドイツのビスマルクの格言です。「愚者は経験に
学び、賢者は歴史に学ぶ」こ
の機会より書籍を読み、豊か
な人生を送っていただきたい
と思います。おめでとうござ
います。「生きていることが世
の中に奉仕しているというこ
とです。」これにて、会長の挨
拶とさせていただきます。

ロータリーの目的・四つのテスト
【本日のリーダー】
島袋 博昭 会員

お客様紹介、米山記念奨学生紹介
小沢隆
副会長 内山泰成
■大宮北ロータリークラブ
会長 伊藤 健善 様、幹事 金 福漢 様
■入会者／
・（株)NTT ファシリティーズ北関東・信越支店
支店長 島野 良紀 様
・大和ハウス工業(株) 埼玉支社
支社長 杉山 克博 様
・オブザーバー／株式会社武蔵野銀行
本店営業部長 浅野 雅弘 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 藤嶋 剛史）

奉仕に行動を
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幹 事 報 告
皆さんこんにちは。幹事報告
２点ございます。①記念写真
撮影会という表題のチラシを
ポスティングさせていただき
ました。2020-21 年度 創立記
念イベント「東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技種目
の世界記録を観てみよう」
（藤
池誠治会員「株式会社デサン」
制作）がソニックシティ地下
一階に掲示されました。多くのマスコミから取材
を受けているので、この企画を立案、実行された染
谷年度の業績を皆で共有したいと思います。つい
ては７月 26 日（月）例会後現地にお集まりいただ
きたいと存じます。また、これに関するチラシ（藤
嶋剛史副会長制作）を地域への配布は、インターア
クト委員会の土屋隆弘会員にお願いしました。こ
れを機会にクラブ活性化、ひいては会員増強維持
へつながるよう広報・公共イメージ部門委員長の
川井理砂子会員や公共イメージ向上委員長の中谷
輝彦会員にはご活躍を期待しております。②年度
計画書の中の名誉会員、清水勇人市長の住所に誤
りがございます。後日簡単に貼れるシールを準備
いたしますので各自ご対応をお願いいたします。

お客様ご挨拶
■大宮北ロータリークラブ
会長 伊藤 健善 様、幹事 金 福漢 様
昨年に引き続き会長幹
事を務めさせていただ
きます。ゴルフで例え
ると、２ラウンド目と
いったところでしょう
か。昨年は 13 名、今
年度は 11 名でスター
トしております。
遅ればせながら、福田会長、押野幹事、ご就任お
めでとうございます。大宮西 RC の皆様にとって
実りの多い一年となることを祈念しております。

入 会 式

■（株)NTT ファシリティーズ
北関東・信越支店 支店長 島野 良紀 様
・紹介者／伊田 雄二郎 会員

■大和ハウス工業(株) 埼玉支社
支社長 杉山 克博 様
・紹介者／貝沼 勤 会員

退会のご挨拶
■貝沼 勤 会員
こちらには２年ほどお世話になりました。浅野と
いう者が後任です、引き続きよろしくお願いしま
す。
武蔵野銀行は、新社屋が今
年中にグランドオープンし
ます。自分は本部に行きま
す。これからもお世話にな
るかと思います。
会のますますのご発展と、
会員各位のご健勝ご多幸を
お祈りします。

誕生日祝い
新城盛辛（１日）、石澤孝幸（３日）
、十文字裕司
（５日）
、藤嶋剛史（８日）、増永裕樹（11 日）
、金
田敬次（16 日）、海保邦男（19 日）
、新藤栄介（20
日）
、大熊雄喜（22 日）、加藤慎也（26 日）、
福田和子（30 日）、立山英樹（31 日）各会員
米山記念奨学生 グェンティガンさん（15 日）

部門別委員会方針発表
■プログラム委員会委員長 高橋真貴子
例会を有意義に楽しみにしてもらえるよ
う考えます。
クラブ管理運営部門
■部門委員長 小林政良

会員増強維持部門部門
■会員増強維持委員会委員長 胡 平
60 周年に 130 名の会員を目指しま
す。
■会員選考委員会
小木曽賢己
素晴らしいロータリ
アンの素質を備えたかたとお話できる
のが楽しみです。

■親睦委員会委員長
岡部 勉
「出席なくして親睦な
し」出席よろしくお願いします。
■会員研修委員会
委員長 伊田雄二郎
研修員会は、私の他田口修身会員、新
見和男会員、新井清太会員の会長経験
者４名で構成されております。田口会
員には会員研修部門。新井会員には地
区 RLI への参加奨励。新見会員にはイニシエーション
スピーチの担当をして頂きます。
会員各位のロータリーへの理解を深める一助になるべく
努力いたします。
■出席委員会委員長 関根正也
昨年度の出席状況を確認させて頂き
ましたが、コロナ禍という事もあり
Zoom 例会、夜間、移動例会等を除
くと 60％を切る出席率となっており
ます。色々、電卓をたたいてみまし
たが、いきなり今年度 90％は難しい
と思われます。まず５％Ｕｐを！会
員の皆様が一回でも多く出席頂ける
例会づくりをして参ります。ひとつとして、本日、お誕
生日祝いの皆様には「お誕生日祝い席」を準備させて頂
き、美味しいバースディケーキも用意させて頂きまし
た。是非、お誕生祝いを楽しみに、例会出席をお願い致
します。一年間、よろしくお願い致します。
広報・公共イメージ部門
■部門委員長 川井理砂子
初の女性会長のもと、これまでと異
なる視点も取り入れて、ロータリー
のイメージ向上に努めます。
■公共イメージ
向上委員会委員長
中谷輝彦
９月第一例会にディスカッションテー
ブルを予定しています。ご参加をお待
ちしています。
■雑誌・会報委員会
委員長 廿野幸一
コロナ禍では、ロタ友と週報から発信す
る情報が重要になってくると思います。
ロタ友の解説、がんばります。

財団支援部門
■部門委員長 竹内雅人
皆様に理解をしていただき、少しでも
寄付をいただければと思います。

■ロータリー財団委員会
委員長 荒井理人
財団の運営・仕組みを勉強していきま
しょう。
■米山記念奨学委員会
委員長 星野良江
外国人留学生の奨学事業を行い、両国
の架け橋となっていきます。
奉仕部門 ■部門委員長 井上勝美
クラブスローガン「心に夢を 奉仕に
行動を」
、RI 会長テーマ・RI 第 2770 地
区活動方針「奉仕しよう みんなの人
生を豊かにするために」を実践して参
ります。今年度奉仕部門は職業奉仕委
員会、社会奉仕委員会、国際奉仕委員
会、シスタークラブ委員会の４委員会にて運営致しま
す。
■職業奉仕委員会委員長 吉田浩士
職業奉仕委員会では日常の職業活動を通して、自分の職
業の従業員、取引先の人たちやその関係者、ひいては地
域社会の人たちの模範となり、自己の職業の品位と生き
る力の根源である道徳的能力を向上させる事業を行いま
す。
■社会奉仕委員会委員長 風岡淳一
さいたま市児童養護施設カルテット、及び、埼玉県立特
別支援学校大宮ろう学園への物資の寄贈支援を本年度も
継続して行います。
■国際奉仕委員会委員長 増永裕樹
当委員会では引き続きラオス人民共和
国の「ラオ・フレンズ小児病院」を支
援していきます。正直申しまして現在
のコロナ禍で実施可能な国際奉仕活動
は限られております。厳しい環境では
ありますが金銭の授受に留まらず、ラ
オス側と繋がりを感じられるような支
援をラオ・フレンズの赤尾さんや委員の皆様方と模索し
ていきたいと考えております。今後１年よろしくお願い
いたします。
■シスタークラブ委員会委員長
矢部正博
台湾南投 RC とシスタークラブ締結から
51 年目になります。表敬訪問と更新の
調印式を行いたいです。

青少年奉仕部門
■部門委員長 横溝一樹
青少年奉仕部門及び、本日欠席され
ている石澤委員長に代わりインター
アクト委員会の方針について説明さ
せて頂きます。学生・未成年者を対
象にした国際交流がメインの部門と
いうこともあり、依然活動には大き
く制限があり先々の見通しも不透明な状況にあります。
そんな中でも活動を停滞させることのないよう、事業の
再開と継続に備えての準備や新規事業の展開に向け活動
して参る所存です。
インターアクト委員会については、韓国との交流事業は
本年度も中止、8 月の年次大会もオンラインでの開催が
決定しておりますが、引き続き事業再開の準備を進めな
がらも、埼玉栄インターアクトクラブとの交流を深め、
特色を活かした活動ができるよう努めて参ります。
■青少年奉仕委員会委員長 配島信恵
青少年交換が 2022 年６月以降、再開さ
れることを目指し活動しています。

■東京オリ・パラ
特別委員会 委員長
島村まり子
詳細は８/12 決定予定ですが、パラリン
ピックのチケットを用意しております。
土屋隆弘 会員
大宮ソニックの掲示について、藤嶋会員
作成のチラシを、近隣の学校などに配布
しました。

■60 周年特別委員会委員長 伊田雄二郎
60 周年記念事業は 2023 年春の開催を予定しておりま
す。コロナの影響がどうなっているのか予知が出来ず規
模感等に苦慮しておりますが、50 周年の時の様な大規
模なイベントは考えておりません。SDGs を意識した催
しやインターアクトやローターアクトも参加出来る催し
等を考えております。

