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 会長 福田 和子  

 皆さんお元気ですか？お変わりございま
せんか？ 
 ご案内の通り、本日はコロナ感染対策を
万全とするため、パレスホテルからではな
く事務局を起点に、各会員の事務所・ご自
宅等からの Zoom 例会を試みました。不手
際がありましたら、お許し願いたいと存じ
ます。 
 ９月 30 日には、埼玉県に発出されている
緊急事態宣言も解除になる予定です。この
ところワクチン接種もかなり進んでおり、
また新規感染者も減少傾向です。尚且つ、
コロナ軽症者用の服用薬開発が進み、年内
にも登場するみたいです。 
 量産可能な服用薬は、コストも抑えられ
パンデミックの収束に繋がると期待されま
す。来年は、少しは安全になり経済活動も
上向きになる事でしょう 

 さて本日は、第４グループガバナー補佐 
三枝和男様を迎えての例会です。 
10 月 11 日（月）の松本輝夫 ガバナー公式
訪問に関して、ロータリーの内容、コロナ
禍でのロータリー活動対応等、訪問に関し
てどのようにお迎えしたら有意義な一日に
なるか、レクチャーしてもらいたいと思い
ます。宜しくご指導願います。 
 
 また、この例会後、執行部役員会が有り
ます。私は、さいたま市長表敬訪問で出席
できませんが、新井 清太 副会長の元で、
役員の方は実りある審議を、大宮西ロータ
リークラブの為にもよろしくお願いしま
す。  
 

 

 

■第 2770 地区 第４グループガバナー補佐 
三枝 和男 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 SAA  
     松本 有祐） 

 
 
 

幹事 押野 一郎 
①10 月 11 日（月）は、ガバナー公式訪問
例会です。ハイブリッドで行いますの
で、多くの会員の皆様のご参加をお待ち
申し上げております。 
②10 月 24 日（日）は、ロータリー奉仕デ
ー、すなわち世界ポリオデーです。埼玉
県内のクラシックカーラリーとトレイン 

会 長 挨 拶 

お 客 様 紹 介 
 

幹 事 報 告 
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ジャックイベントは実施が決定していま 
す。ご都合のつく会員は是非参加くださ
い。 
③大宮南 RC で、ボランティアマッチング
ACT という企画を立ち上げました。ボラ
ンティアしたい団体と、それを受けたい団
体をマッチングするという企画です。11 月
21（日）にはオフラインイベントを開催さ
れるとのことです。興味のある個人や団体
を募集しております。 
④環境省からのクールビズの呼びかけは
2021 年より廃止ですが、取り組み自体は無
くなるわけではないので、10 月 1 日（金）
からは各自調整をお願いします。 

 
 

 

 

■国際ロータリー第 2770 地区 
 2021～2022 年度 第４Ｇガバナー補佐 
 三枝 和男 様 

 
  ガバナー公式訪問について 

 
「皆様こんにちは。COVID-19 の影響による
緊急事態宣言下での厳しい状況にあって、
このようにオンラインでの例会を開催して
頂き誠にありがとうございます。 
アイデアとテクノロジーを駆使されコロナ
に負けずにロータリーを前に進めて頂き、
福田会長、押野幹事を初め大宮西ロータリ
ークラブの皆様に感謝と敬意を表する次第
です。 

来月 11 日はいよいよ松本ガバナー公式訪問
例会となりました。第４グループでは大宮
東さんが８月４日に、岩槻東さんが８月 31
日に終了し、岩槻さんが来月７日に開催さ
れる予定となっており、大宮西クラブが４
クラブ目となります。 
本日は公式訪問を控えての準備例会という
事で、私も画面共有よりパワーポイントを
使って卓話をさせて頂き、万が一公式訪問
がオンラインとなった場合の状況にも備え
させて頂ければと思っております。 
公式訪問は直接松本ガバナーのご意向や地
区方針、あるいは皆様からのご質問等につ
いて直接意見の交換が出来る数少ない貴重
な機会ですので、大宮西ロータリークラブ
の皆様には忌憚の無い活発なご意見を頂く
と共に公式訪問を是非とも楽しんで頂き、
ひいてはクラブの更なる活性化に繋げて頂
けますよう祈念申し上げます。 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

卓 話 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
大宮西ＲＣ様公式訪問日程 
2021 年 10 月 11 日(月) 
※手続き要覧及び年度計画書のご持参をお
願い致します。 
 
★公式訪問前に 
ロータリークラブ・セントラルの情報の更
新をお願い致します。 
目標の設定→目標の達成→ロータリー賞達
成 
 
★公式訪問当日について 
パソコン及びプロジェクターは持参します
が、スクリーン又は映写できるスペースの
準備をお願い致します。 
 

★公式訪問後提出書類 
訪問報告書 200 字程度及び写真２枚を１週
間以内にメールにて地区事務所（月信担当
者宛て）へ提出して下さい。 
 
公式訪問の機会を生かし、クラブの更なる
活性化につながるよう、忌憚のないご意見
をよろしくお願い申し上げます。 
ご清聴ありがとうございました。 
 

Q&A  
三枝ガバナー補佐にお答えいただきました。 
 
質問「公式訪問当日の予定」福田和子会長 
ハイブリッドで行う予定です。当日のスケジュー
ル管理はどのようにしたらいいでしょうか。 
返答 
担当の副幹事が、スケジュールや時間調整をいた
します。 
 
質問「Zoom 例会についてなど」押野一郎幹事 
本日は貴重なお話をありがとうございます。IT 関
係についての質問です。 
リアルの例会だと出席者 70 名ほどですが、Zoom
例会だと半減してしまいます。Zoom に対して抵抗
意識があると思われます。どのように対応したら
いいでしょうか。 
回答 
我々のクラブも緊急事態中は、ハイブリッド例会
でやっています。 
初めてという方が多く、「Zoom でなく現地に行
く」という人が多いのが現状です。 
大切なのは、Zoom をできない人へのフォローだと
思います。また、92 歳の人が Zoom のためにパソ
コンを買ったという話がありました。これには触
発されます。 
マニュアルを送るだけ、というのではなく、近く
の会員が「セッティングをやりますよ」などやっ
てあげるとかしたらどうでしょう。 
Zoom だと出られない人もいるでしょうし、そうい
った人に不利益があってはいけないですね。 
完璧は難しいかもしれませんが、社会情勢に合わ
せてやっていくしかないのでは。  
松本ガバナーもおっしゃってますが「コロナに負
けずに、クラブ活性化してほしい」ので、中止は
できるだけ避けてほしいです。 
 
質問「会員増強について」押野一郎幹事 
クラブ活性化を考えると、マンパワーの必要性を
感じます。女性会員の増強はどのように行われて
いるでしょうか。 
回答 
長期的なクラブのビジョンとして、「女性を増や
す」というのを毎年掲げるとかしていきましょ
う。 
会長メッセージとして発
信、委員会でそういったテ
ーマで話しあうなどしてい
くのがいいと思います。 
 



 

 

 

 

福田和子会長が、さいたま市長を表敬訪問
されました。 

 
 
９月 27 日(月)、さいたま市長表敬訪問に行
って来ました。 
第３・第４グループの会長が、さいたま市
役所本庁舎において清水 隼人 さいたま市
長と面会し、今年度の事業報告をお話しま
した。市長は、さいたま市の為の各クラブ
の支援に感謝され、「今後も持続していただ
くよう宜しくお願いします。」とのお言葉を
いただきました！ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

執行部役員会議も Zoom で行われました。 
 市長表敬訪問 
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