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会 長 挨 拶
会長 福田 和子
会場にお越しの皆様、
Zoom で参加の皆様、こ
んにちは！
コロナパンデミック
の中、東京オリンピッ
クは開会されました。
無事に終わる事を願う
ばかりです。
本日は、大宮 RC 田
中会長、内藤幹事、岩
槻東 RC 奥津会長、増
渕幹事、大宮北東 RC
武田会長、長谷川幹
事、ようこそおいでくださいました。歓迎いたし
ます。先日は、大宮 RC、岩槻東 RC に表敬訪問に
お伺いさせていただき大変勉強になりました。有
難う御座いました。
さて、８月は会員増強月間です。今年度は、
115 名スタートです。目標は 130 名の仲間をつく
ること、次なる時代へのステップに弾みをつけま
しょう。
皆さん思い出してください。田口パスト会長の
とき、ワンハンドレット会員を目指すと掲げ、実
行できました。やれば出来るはずです！ コロナ
禍で親睦コミュニケーションもままならず大変か
もしれませんが、攻め方は人により色々あると思
います。コロナ禍でも、全ての企業・会社が、大
変というわけでなく、通常もしくは業績が上向き
かもしれません。会社の方針として個人として、
地域の為、奉仕活動に興味をお持ちかと思いま
す。その辺りは､ 金融関係の方や友人の話などか
ら情報があると思います。可能性ある光をさがし
て、会員増強へのエネルギーを注いでください。
RI 会長は、
「Each One Bring One」と提唱して
います。このことは、高橋誠一会員増強部門委員
長も「ここにいる会員が、一人一人紹介してくれ
れば直ぐに達成できる」と声高におっしゃってい
ます。是非、その気になって努力してください！
会員増強維持にまつわる我がクラブには、５つ
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の部会があります。趣味を通して多くの仲間つく
ることは、 連帯感でより人生を豊かにします。
後日、例会の時、部会の説明を各部長にお願い
し、部員を再募集いたします。
ゴルフ部会・田口修身会員、わいわい塾・荒
井伸夫会員、ミュージック部会・清水恒信会
員、ビリヤードダーツ部会・藤嶋剛史会員、女
子部会・福田和子。皆様、折角ロータリーに所
属しているのですから、奉仕しながら楽しみま
しょう！

ロータリーの目的・四つのテスト
【本日のリーダー】
出山 隆信 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
■大宮ロータリークラブ
会長 田中 康之 様、幹事 内藤 考三 様
■岩槻東ロータリークラブ
会長 奥津 雅史 様、幹事 増渕 明 様
■大宮北東ロータリークラブ
会長 武田 紘一 様、幹事 長谷川 秀明 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）

幹 事 報 告
幹事 押野 一郎
①地区からのご案内です。地区大
会記念ポリオ根絶と新型コロナ
感染症の収束支援を合わせたチ
ャリティゴルフ大会についてで
す。10 月４日（月）各クラブ４名
以上、申込締切８月 20 日（金）、
希望者は事務局まで。
②クラブからのご案内です。先週
配布したガバナー月信に誤りが
ございます。差し替え分を本日ポスティングしてお

奉仕に行動を
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ります。
③前年度の例会出席皆勤賞の皆様の中で、パレスホ
テルにてケーキの引換券を利用していない会員がお
ります。締切が迫っていますので、ぜひ利用ください。
④10 月 24 日（日）は、世界ポリオデーイベント例会
を企画しております。当日は赤いポリオ T シャツを
全員で着用予定。購入未済の会員は本日締切ですの
で、ぜひご購入下さい。
⑤本日例会終了後、ソニックシティ地下イベント広
場にて、2020-21 年染谷年度の創立記念イベント「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」の前で記念撮影を行います。
なお、本日赤いタオルを配布しておりますが、これは
インターアクト委員会の土屋隆弘委員ご提供です。
先日、聖火リレー埼玉県のゴールでは花咲徳栄高校
吹奏楽部の演奏で最終走者をお迎えしました。花咲
徳栄高校と我がインターアクトクラブの埼玉栄高校
とは同じグループで、そのご縁で大宮西 RC へと寄贈
してくださいました。ぜひこの赤いタオルと一緒に
記念撮影に臨んでください。

装ダンスなどあると思いますので、
ぜひ皆さん応援に来てくださいね。
■国際交流委員会 島村 まり子 ■
国際交流委員会の
活動は、国際大会へ
の皆様の出席への
お誘い、友好地区で
ある韓国 3750 地区
との交流の推進、海外との姉妹及び
友好クラブの紹介と情報提供、そし
て台湾 3490 地区と日台親善会議を
推進し、将来友好構築になるよう努力すること。
韓国 3750 地区との交流では、日韓関係がやや冷え込
んでいる中で、仙台で開催された日韓親善会議にお
いて、日本サイドで一番多くの参加者は 2770 地区で
あり、韓国は 3750 地区の参加者数が群を抜いており
ました。この流れをさらに進めるために国際交流部
内のメンバー一同で活動してまいります。
■資金推進委員会 竹内 雅人■
昨年同様、財団月間の卓話を各クラ
ブに行きお話しして、財団の仕組み
をお知らせします。
出向４年目ですが、奥津会長・内藤幹
■大宮ロータリークラブ
事、尊敬できるお二人と親しくして
会長 田中 康之 様
いただけるようになりました。皆さ
幹事 内藤 考三 様
んもクラブを飛び出して活躍してく
大宮西 RC は会員数の多
ださい。
さです。地区にも多くの
■インターアクト委員会 横溝 一樹■
方が出向されており、活
地区委員を務めるのも今年で３年目
性化しています。ひとつ
となりますが、過去２年間のうち実
でもヒントを持ち帰れればと思います。
に３/４がコロナ禍の影響の中にあ
■岩槻東ロータリークラブ
りました。昨年・一昨年に続き本年度
会長 奥津 雅史 様
も、当 2770 地区インターアクト委員
幹事 増渕 明 様
会の主要事業でもある韓国 3750 地区
我がクラブは 25 名で活動し
とのインターアクター交流事業の中
ています。ガンちゃんに
止が決定されるなどまだまだ正常化
は、我がクラブのお手伝い
には遠い段階にあると感じますが、昨年は中止とな
をしていただいています。
った８月のインターアクト年次大会がオンライン開
ありがとうございます。増強は我がクラブにおいて
催という形で再開されることとなりました。このよ
も重点項目、しっかりやっていきたいです。
うに制限がある中でもできることを探し、今までの
■大宮北東ロータリークラブ
事業を新しい方法・新しい形態での活動にアップデ
会長 武田 紘一 様
ートしていくことの必要性を感じています。新規事
幹事 長谷川 秀明 様
業としてもロータリーが対象としている 12 歳まで活
当クラブは昨年で 30 周年、
動の幅を広げ、各中学校にインターアクトクラブの
でも行事はコロナ禍でなに
設立を提唱することが計画されております。
もできず。今年は一からや
このように既存事業の継続・再開に向けた準備と、新
り直しです。６月に、テレ
規事業へのチャレンジの二つにコロナウイルス感染
玉のニュースで大宮西 RC
症の情勢を見ながら取り組んでいくことになるかと
の活動が流れてました。台風が近づいています。台
思います。引き続き難しい状況が続くと思われます
風がコロナをかっさらってくれないかと想像したり
が、少しでも地区インターアクト委員会の力となれ
しています。
るよう尽力して参ります。
■公共イメージ向上委員会 石丸 主憲■
米山記念奨学金支給及び近況報告
地区への出向は初めてですが刺激も
多く色々学ばせてもらっております。
■米山記念奨学委員会
公共イメージ向上委員会の今年度の
委員長 星野 良江
方針の一つとしてソーシャルメディ
より、奨学金支給
アの利用開発というものがあります。
今、委員会として主に取り組んでいる
ことは、「みらいの扉」というガバナ
ーチャンネルの発信について、どのようにすれば多
くの方に見てもらえるかを議論し、企画・製作をして
■米山記念奨学部門 委員長 藤嶋 剛史■
抱負はガバナー月信８月号に載るのでご覧ください。 いるところです。今年度、ガバナーは松本ガバナーな
「みらいの扉 まっチャンネル」として、各クラ
地区米山の奉仕事業として懐かしのポップコーン販 ので、
ブとガバナーがもっと近い感じになるような試みに
売を 10/24 の世界ポリオデーでやります。場所はス
取り組んでいるところです。
テラタウンでほぼ決定だそうです。
当日はステージを使って米山奨学生の出番も作りま 毎月配信を計画しており、テーマや形式等を現在進
す。ガンちゃん含む聖学院ベトナム三人娘の民族衣 めている最中で、委員会メンバーもＭＣとしてチャ

お客様ご挨拶

地区出向者方針発表

ンネルに出演することが決まっております。私も９
月に撮影される配信に出演が決まっております。茨
城県の大洗で撮影することになっております。海を
背景に…といった趣旨だったと思います。ガバナー
チャンネルの「みらいの扉」
、地区ホームページにあ
りますので、是非ごらんになってください。
■クラブ活性化・戦略計画推進委員会 風岡 淳一 ■
管理運営部門委員会の活動内容を簡
単にご報告いたします。
管理運営部門委員会は、クラブ活性
化・戦略計画推進委員会と RLI 運営
委員会とに分かれており、 私はクラ
ブ活性化・戦略計画推進委員会に属
しています。
クラブ活性化・戦略計画推進委員会
では、活性化したクラブを「会員みんなが奉仕活動の
意義を理解して積極的に参加しているクラブ」と定
義し、そのためにクラブ内での研修及びクラブ内に
IT 委員会を設置すること、並びにクラブ内での戦略
計画を立案することを推進しています。なお、７月 10
日には管理運営・クラブ研修リーダー合同セミナー
を開催し、これらの内容について詳しく説明がされ、
当クラブからも福田会長、小林政良管理運営部門委
員長が参加されました。
また、RLI 運営委員会は RLI の開催運営を行います。
RLI とはロータリーリーダーシップ研究会のことで、
地区会員のためにクラブのリーダーシップ開発を行
うプログラムです。 パート I～パートⅢ が毎年行わ
れており、パートⅠ～パートⅢの３回の参加で修了
となるものです。本年度は９月中にパートⅠ、11 月
～12 月にパートⅡ、１月～２月にパートⅢを完全オ
ンラインでの開催を予定しておりま
す。 当クラブからも多くの方に参加し
ていただきたいと思っています。
■国際奉仕委員会 松本 有祐■
現状、国際奉仕委員ではラオフレンズ
小児病院での支援等、海外で本当に必
要と思われる支援をしているかと思い
ます。個人的には、カンボジアのプロサッカーチーム
を通しての社会貢献に携わっており、非常に関心を
もっている分野です。
世界にはまだまだ支援を必要としている国や地域が
ある実感をもっています。深い想いをもって、携わっ
ていきたいと思います。
国際ロータリーでは奉仕すべき重点分野として、こ
の７月から環境分野が加わったとお聞きしています。
この新規奉仕分野で、世界で最初に取り組めるよう
情報を集めて整理をしてクラブに持ち帰って議論で
きればと考えています。
また合わせて、世界に散らばるロータリークラブと
提携して、もっと大きな国際奉仕を実現したいです。
諸先輩方が、コロナの前にはタイのバンコクにある
ロータリークラブを表敬訪問して、その糸口を探っ
ていたとお聞きしています。その想いを引き継ぎま
す。
■職業奉仕委員会 吉田 浩士■
コロナ禍ということで先延ばしになっ
ておりましたが、先月末に第１回地区
職業奉仕委員会が対面開催されまし
た。そこで、今年度の委員会基本方針
が議題にあがり、委員会としての年度
目標が発表されました。年度目標とし
ては、委員会でポスターを作成し、会員へ配布するこ
ととなりました。これは、一つ目にロータリーの重点
分野と国連 SDGs の 17 のゴールが目指す内容の重な
る部分を十分に理解できること、二つ目に会員増強
などの広報活動に繋がること、三つ目に奉仕プロジ

ェクト活動が活性することの効果を狙って、実施す
るとのことでありました。また、
「SDGs+1 プロジェク
ト」と題して、各会員企業で 1 名以上の人材採用を推
進し、社会活性に繋げるためのプロジェクトが議題
にあがりました。出向先での学びをクラブに還元で
きるよう、努めて参ります。宜しくお願い致します。
■米山記念奨学増進委員会 増永 裕樹■
藤嶋部門委員長が既に活動方針を示し
ているため、米山での業務内容を簡単に
説明させていただきたいと思います。
出向先の業務は日本で勉学に勤しむ留
学生のサポートです。当クラブが所属す
る 2770 地区では現在 37 名の留学生を
受け入れております。国籍別では中国や
韓国、台湾のほかベトナム、マレーシア、ネパール、
ナイジェリアと多様な顔ぶれとなっています。それ
ら留学生が日本で憂なく過ごせるようにカウンセラ
ーと一緒に見守っています。
出向して最初に驚いたのは大宮西 RC の米山での存
在感の大きさ。何を「増進」するのかといえば寄付金
です。留学生を受け入れるためには資金が必要で、最
大のミッションは寄付の拡大にほかなりません。
その寄付の動向ですが、ご存知ない方も多いかと思
いますので簡単に報告させていただきます。５月時
点での前年度の実績となりますが、2770 地区が集め
る寄付金額は日本全国 34 地区のうち５位。特筆すべ
きは会員一人当たりの金額で、２万 5000 円弱と神奈
川の横浜・川崎エリアに次ぐ２位に顔を出します。
その 2770 地区を牽引するのは当クラブです。これほ
どの大型クラブにもかかわらず３万 8000 円に迫り、
地区の中でも群を抜く水準となります。だからこそ
ガンちゃんのような優秀な留学生を受け入れること
ができるのだと実感しました。皆様にはより一層の
寄付金のご支援を賜りたく、結びとさせていただき
ます。

