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いろいろなサイズを集めたりと、大変だったこ
とと思います。川井 広報・公共イメージ部門委
員長や、島袋会員も参加され、「子供たちが自転
車に乗るのを見て感動した」との言葉をもらい
ました。参加者の方は、素晴らしい奉仕の行動
ができたことと思います。
本日は、本来ならさいたま市児童養護施設 カ
ルテットの施設長の福田様に卓話をお願いして
おりましたが、施設内で濃厚接触者が出ている
とのことで、Zoom でお話いただきます。よろし
くお願いします。

自 転 車 寄 贈 式

会長 福田 和子
皆様こんにちは。Zoom の皆様、ご機嫌いかが
ですか。
さきほど小林 SAA もおっしゃったとおり、緊
急事態宣言が出され皆様ご不便だと思います。
が、皆様の健康安全を守るため、８月の例会は
緊急事態宣言が解除されるまで、全てオンライ
ンで行うこととなりました。
この一か月を振り返ると、コロナ禍のなか、
対面例会ができました。先週は、
「東京オリ・パ
ラの世界記録を観てみよう！」の前で、記念写
真撮影会ができて良かったです。多くの皆様に
お集まりいただき、良い写真が撮れました。

７/28（水） 午後２時より、さいたま市児童養
護施設 カルテットへの自転車贈呈式が行われ
ました。
当会福田会長よりご
挨拶のあと、さいた
ま市児童養護施設
カルテットの施設長
福田様より感謝状を
いただきました。子
供たちからもお礼の
言葉がありました。
自転車は、主に小学生の子どもたちが自分専用
で利用するためのものです。その場で早速試乗
し、乗り心地を確かめていました。

先日７/29 には、さいたま市児童養護施設 カ
ルテットに、自転車 10 台を寄贈することができ
ました。贈呈式も行いました。子ども達には夢
と希望を与えることができたのではないかと思
います。施設長の福田様からは、感謝状をいた
だきました。
この件では、風岡 社会奉仕委員長や新城会員
には大変ご苦労をおかけしました。子供に合う

心に夢を

奉仕に行動を
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お 客 様 紹 介
■社会福祉法人 浦和福祉会
さいたま市児童養護施設 カルテット 施設長
福田 孝 様
■第 2770 地区米山学友会 会長
大宮西 RC 2011-13 年度米山記念奨学生
金 正録 様
（ご紹介：副会長 藤嶋 剛史）

幹 幹事報告
事 報 告
幹事 押野 一郎
今週は、地区より一
点、当クラブより二点
ご案内がございます。
①熱海豪雨災害の義援
金協力のお願いです。
令和３年７月、静岡県
熱海市伊豆山地区の逢
初川で、大規模な土砂
災害が生じました。
今回の土砂災害で被害
に遭われた方々へ、謹
んでお見舞い申し上げ
ます。
被害が大きかった 2620 地区からガバナー名で支
援の要請が来ております。ガバナー会では義援
金は地区ごとの対応でということになりました
ので、地区の規定に則り義援金を贈ることにな
りました。
ついては対面例会の実施が可能となりましたら
テーブルごとに封筒を回すようにいたしますの
で会員のご協力よろしくお願い申しあげます。
②年度計画書の訂正をお願いします。
当クラブの名誉会員である清水勇人さいたま市
長の住所に誤りがございます。ついては訂正用
のシールを配布いたしますので、会員各自の年
度計画書の該当部分へシールを貼ってご利用い
ただくよう、お願い申し上げます。
③本日８月２日（月）から８月 31 日（火）まで
埼玉県に緊急事態宣言が発令されました。８月
いっぱいは Zoom 例会となりますので、よろしく
お願いいたします。

委 員 長 報 告
■会員増強委員会 委員長 胡 平
８月は会員増強月間です。
コロナ禍で人と会えなくて難しいかもしれない

が、こういう時だからこそ情
報が一番大事です。そのため
には人とのつながりが重要。
各会員が、入りたくても入れ
ない人に、きっかけとして
声掛けをしてもらうことが重
要かと思っています。
「入会の誘い（入会申込書）」
を、近々会員全員に配ります。
ロータリーに興味のある人のための情報が書い
てあります。
こういう状況だからこそ、ロータリーに入って
いただいて、みんなで協力してコロナ禍を乗り
越えましょう。ご協力よろしくお願いします。

誕 生 日 祝 い
榎本 貞寿（３日）
、田口 修身（８日）、
佐藤 淳也（11 日）
、土屋 隆弘（15 日）
、
竹内 雅人（27 日）
、小林 政良（31 日）各会員

■

お 祝 い 贈 呈

■第 2770 地区米山学友会 会長
大宮西 RC 2011-13 年度 米山記念奨学生
金 正録 様
副会長 藤嶋 剛史
より
第二子誕生の祝いを
会から、お祝い金を
会員有志よりお送り
します。表書きは円
谷友香会員に書いて
いただきました。
ご挨拶
2011-13 年 度 の 米
山奨学生で、お世
話になりました。
韓国出身の金です。
今は学友会の会長
をやっています。
この度はお祝い、
ありがとうございます。カウンセラーは木本さ
んでした。４年前、長女が生まれ
た時にも小島さん・新見さんにお
祝いしていただきました。今回、
クラブからお祝いをいただき、あ
りがとうございました。
藤嶋委員長とともに米山の部門
でがんばっていきたいと思いま
す。

卓

話

社会福祉法人浦和福祉会
さいたま市児童養護施設カルテット
施設長 福田 孝 様
「７/28（水）の寄贈式では、自転車 10 台、いろ
いろな色のものを保険も付けてご用意いただき、
ありがとうございます。
子供たちは喜んでおります。大事にするよう話
しました。
３年にわたって、誠にありがとうございます。」

昨年は施設についてお話しましたので、今回は
どのように入所してきて、どのように暮らして
いるのかをお話います。

原因としては、心理的虐待が一番多いといわれ
ています。

▼経過
親と一緒に暮らせない子は、児童相談所から通
告され、一時保護所に入ります。
一時保護所では、担当福祉司と心理担当職員、お
よび一時保護所の生活担当職員がつきます。
健康診断、心理判定ほかさまざまな検査観察な
どを受けます。
職員はさまざまな勉強をしています。この中に
いるうちは、幸せな生活を送ってもらいたいと
願っています。

担当のケースワーカーが入所する場所を検討し
ます。

できるかぎり、来る子には楽しく過ごせるよう、
人に迷惑をかけないように育ってほしいと考え
ています。
地域に開かれた施設にしていこうと思っていま
す。大宮西 RC のあたたかい支援には、いつも感
謝しています。
■会長 福田 和子から
お礼の言葉
子どもたちは大変な思いを
して施設に入ったのですね。
それは大人の責任ではない
かと思っています。
せめて、入所した子どもたち
には幸せな夢をかなえてほしいと応援したいで
す。子どもたちを見守ってください。よろしくお
願いします。

