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会長 福田 和子 
 皆さんこんにちは！
お忙しいところご出席
いただき、有難うござ
います。Zoom で参加
いただいている皆様も
有難うございます。 
 やっと緊急事態宣言
が解除になりハイブリ
ッド例会となりまし

た。久しぶりに会員同士お会いして如何です
か？このように顔と顔を合わせると、ロータリ
ーの基本であるコミュニケーションが取れます
ね！中核的価値観の一つ“親睦”を実行出来る
第一歩です。そうはいっても油断すると第６波
が来てしまうので、そうならないよう各自予防
対策しつつ生活しましょう。 
 今日から内閣総理大臣が、岸田さんに代わり
100 代目だそうです。誰もが安心して住める世
の中にして欲しいです。因みにさいたま市が出
来て今年で 20 年になります。先日、さいたま
市長表敬訪問に参りました。ロータリー活動に
ついて、市長からは「行政で行き届かないとこ
ろを支援してくれて感謝しております」との言
葉をいただきました。奉仕活動を評価されたこ
とを皆様にご報告いたします。 
 さて来週は、2770 地区松本ガバナーの公式訪
問です。先週は第４グループ三枝ガバナー補佐
より準備等々教授いただきました。お迎えする
にあたり、再度年度計画書を省みてロータリー
の目的を確認し臨んでください。 
 ところで緊急事態宣言中は、会員増強も中々
進めがたいことだったと思います。皆様のお手
元に届いた書籍「ロータリークラブに入ろ
う！」を熟読ください。そして自信をもって、
会員増強部門委員長 高橋 誠一 パスト会長は
じめとして委員の皆様、そして大宮西 RC の会
員の皆様一人一人が仲間を紹介してください。
これが、ＲＩ会長の提唱する「Each One Bring 

One」です。会員が増えましたら、大きな奉仕
活動・より多くの事業ができ、60 周年に向け確
固たる盤石なクラブになります。 
 最後にまだコロナ禍です。今後の例会等も二
転三転となる可能性があります。会員の皆様・
例会担当者・事務局の方に大変ご迷惑をおかけ
しますが、よろしくご協力お願いします。 
 
 

 
【本日のリーダー】   

 
瀬戸本 一雄 会員  
 
 
 

 
■オブザーバー／近畿日本ツーリスト(株) 
 埼玉支店 上席副支店長 荻原 直樹 様 
■2021 学年度米山記念奨学生 
グェン ティ ガン さん（Zoom 参加） 
   （ご紹介：副会長 新井 清太） 

①今月のロータリーレートは 1
ドル 112 円です。 
②来週はガバナー公式訪問例
会で、ハイブリッドとなりま
す。例年と違う点は、行事の
最後に予定しているガバナー
との懇親会がありません。
15:50 には終了となります。 

③11 月 14 日（日）は地区大会です。当初は
Zoom を予定していたのですが対面に変更となっ
ております。多くの会員の参加を希望します。 
④熱海と佐賀・長崎の豪雨災害の義援金を募る
封筒を、テーブルに回しますのでご支援をお願
いします。 
⑤地区より役員出向の依頼が来ております。出
向希望の会員がおりましたら、早急にご希望を
お知らせください。 

会 長 挨 拶 

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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退会のご挨拶 
 
 

誕生日祝い 

ロータリーの友解説 

卓 話 

 
 
 
■立山 英樹 会員 
約１年前入会した時、すでに
コロナ禍でした。飲みに行け
なかった、オリ・パラに皆さ
んと行けなかった、台湾の国
際大会に行けなかった、それ
が残念です。良かったこと
は、親睦旅行に皆さんと行け
たこと、シスタークラブ委員
長を拝命し南投 RC に携わらせていただき、歴史
を学べたことです。ロータリーの理念・奉仕の心
について考える機会をいただき、感謝します。 
 
 
■（株)NTT ファシリティーズ 

■社会奉仕委員会 委員長  
 風岡 淳一 
ピンクリボンオンラインウォーク
のチラシを先日お送りしましたの
で、周りの方に配布願います。 
■東京オリ・パラ特別委員会  
委員長 島村 まり子 
パラリンピック観戦の予定でチ
ケットを購入していました。結
局無観客になり使用できなかっ
たチケットを、皆さんにお渡し
します。 

 
 

 

10 月誕生日 
吉田暎治（６日）、
大谷義武（６日）、伊田雄二郎（12 日）、坂原 一
（13 日）、岡部 勉（14 日）、吉田浩士（14 日）、
竹ノ谷純宏（22 日）、矢尾喜三郎（25 日）、関根正
也（25 日）、望月 諭（27 日） 各会員 
    
 

 

 

 

  ８月誕生日の皆様    ９月誕生日の皆様 

例会が対面で実施できなかった期間にお誕生日を迎えた

会員の皆様も、一緒にお祝いしました。 

 

 

 

■雑誌・会報委員会 委員長  
 廿野 幸一 
●横組み 

P.５. RI 会長メッセージ 

・ロータリーに入会したばかりの

頃、力をいれていたインドの農村…

トイレない、人が体を洗う池の水を

飲むようなところ→ロータリー奉仕プロジェクトでトイ

レ設置、安全な水が飲めるように、教室も 

・「奉仕は地球でくらすための使用料」が信条 

・10 月は「地域社会の経済発展月間」国連によると全

世界人口の 9％（約７億人）が 1 日 1.9 ドル（約 200 円

で暮らしている）→地域社会の発展と起業家の支援を積

極的にすることで、人々の暮らしをよくする 

P.８～10 石川県白山ＲＣ 白山市が出生地の女流歌人

加賀千代女をキーワードにした長期プロジェクト 

P.12～13 米山記念奨学生 金 翼水さんを紹介 

P.16～17 米山梅吉記念館の紹介 

●縦組み 

P.４「グローバル志向とローカル志向は相反するのか」 

千葉県の地方創生について 

学生の取り組み… 

・地域の地元の人たちにとって気にも留めないもの＝

「よそ者」の学生たちには新鮮な発見・驚き→商品化・

道の駅や学校生協で販売 

起業家の取り組み… 

・耕作放棄地→太陽光パネルで活用 

P.９ この人訪ねて 

・元タカラジェンヌ、赤城フーズ社長、前橋ロータリー

クラブ所属 遠山 昌子 さん 

1971 年「カリカリ梅」を開発、「梅

ジェンヌ」は宝塚劇場で販売される

人気商品 

P.19 ロータリーアットワーク  

写真編トップページに大宮西ＲＣが

掲載されています！ 

東京オリ・パラ特別委員会で実施し

たイベント「世界記録を肌で体感」

する企画が紹介 

P.21 下呂 RC 特別支援学校へ「な

かよし広場」を寄贈 

P.23 いわき常盤 RC 震災・コロナ

に負けず図書の寄贈を継続 

 

 

 

 ■卓話者 
  綜合警備保障(株) 
  佐藤 淳也 会員 
  
 犯罪の現状と 

セキュリティの必要性 
 

東京 2020 大会を終えて 

☆警備員延べ 60 万人、一日

最大 1.8 万人（7/27）、553 社の協力体制  

☆防犯カメラ 8 千台、X 線検査機 1 千台等 

メダルの輸送業務などにも携わりました 

 

★犯罪状況について 

犯罪件数は下がり、検挙率は上がっている＝治安がいい 

委員長報告 
 
 
 
 



 

クラブ協議会 

委嘱状交付 

コロナの影響で緊急事態宣言が発出されると減少 

外出しない、店舗は営業しない 

注意）第三波で増加に転じている 

 

年々、犯罪自体

は減っている 

注意）重犯罪、

特に女性・子供

を相手にした犯

罪は増加 

 

埼玉県の犯罪の

傾向 

犯罪件数は多い 

検挙率は低い 

・ひったくり、強盗、侵

入、詐欺が多い 

 

お住まいの地域の情報が

メールで入手できる 

    ぜひご登録を 

 

 

 

 

 

★セキュリティについて★ 

「リスクのないところはない」 

 

事業所を対象として注意いただきたい点 

・外部からの不正な侵入 

外部から敷地内に容易に入れないようにすることが重要 

・建物内の不正な移動 

建物への侵入を防ぐには、抜け目のない監視が必要 

・関係者による犯行 

内部犯行の可能性を常に想定して対策 

 

「重要」セキュリティ

レベルが大事 

会社への出入り口から

は入れるが、個人情報

を扱う部屋へ入るには

権限を持たせるなど 

 

 

★守るべき対象は“情報”にも拡大★ 

サイバー攻撃は、大幅に増加（５年で９倍） 

標的型メール攻撃（ウイルス）、脆弱性の悪用（攻撃）、

内部不正（情報を取られてしまう） 

・ネットワーク 外部との接点のセキュリティは重要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大切な社員、家族、

資産を守るのは

「運」任せではなく

「備え」を 

防犯は見た目が大

切！カメラで撮られ

ているなど、抑止に

なる          

 

 

 

 
■会長 福田 和子 
会長ノミニー・次年度理事役員の選出方法について 
指名委員会設置し、任せることに（拍手をもって）
決定 
 
 
 

2770 地区より、地区 RLI の 2021-
22 ディスカッションリーダー 
委嘱状が交付されました。 
内山 泰成 会員  
新井 清太 会員 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カメラの画像はどんどん繊細に 
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