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立：1963年3月22日

例会場：パレスホテル大宮
例会日：月曜日 12:30～13:30

雑誌・会報委員会

会 長 挨 拶
会長 福田 和子
皆様こんにちは。天候
の悪い中、会場にいらし
てくださり、ありがとう
ございました。今日は１
～４月の合同誕生祝と傘
寿のお祝いがあります。
４月、春本番です。新
年度がスタートします。
４/１から法の改正によ
り、18 歳からが大人とし
て認められるとのこと。
なお、飲酒や喫煙、ギャンブルは 20 歳になって
からのようです。一番の違いは、携帯電話を契
約する、賃貸住宅を借りるなど、親の同意がな
くても一人で契約ができるというところです。
20 歳が成人というのは明治時代の民法に定めら
れていました。今回約 140 年ぶりに、大人（成
年）の定義が変わったわけです。起こるだろう
トラブルに対し、私達は、先輩として目配り
し、あたたかく見守っていきたいところです。
先日、武蔵野銀行 本店に行ってきました。元
会員の齊藤 政春 常務執行役員と、現会員 浅野
雅弘 本店営業部長にご案内いただきました。
大宮駅からデッキで直結する２階フロアは、地
域の人のために開放されています。自由にくつ
ろげるカフェや会議ができるスペースがあり、
セキュリティもされています。行内の業務の様
子としては、各自の机はなくパソコンを持って
作業されていました。景色がよく富士山、秩父
連山も見え恵まれた素晴らしい環境でした。行
員の士気もあがり、企業としても躍進するばか
りですね。
また、大規模災害時の帰宅困難者の受け入れ
に関する協定をさいたま市と締結したと、新聞
に掲載されていました。一時滞在施設として、
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武蔵野銀行が本店ビル４階の大会議室などを提
供するそうです。このような施設があれば、私
達も安心です。地域と関わりコミュニケーショ
ンが取れる、素晴らしい活動です。ロータリー
も学びたいと思います。
これにて会長挨拶といたします。

訃

報

大熊 雄喜 会員（2000-01 年度、第 38 代パスト
会長）が、３/３（木）に 84 歳で逝去されまし
た。ロータリーを深く愛し理解し、大宮西 RC の
ために尽力されました。
哀悼の意を表し、謹んで黙祷を捧げます。

ロータリーの目的・四つのテスト
【本日のリーダー】
浅野 雅弘 会員

幹 事 報 告
幹事 押野 一郎
４月のロータリーレートは、
１＄122 円です。
次回からは My Rotary にて各
自、確認いただけるとのことで
す。よろしくお願いいたします。

委 員 長 報 告
■広報・公共イメージ部門
部門委員長 川井 理砂子
例会が行われると（Zoom のみ
の場合を含む）奨学生のガンち
ゃんにも撮影協力をお願いし

奉仕に行動を
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作成した、例会の様子の記事が
Facebook に投稿されています。
ぜひご覧ください。
■環境問題意識向上委員会
委員長 緒方 学
4/11（月）の例会では、SDGｓへ
の取り組みにつきましての卓話を
いたします。当社の導入までの流
れのポイントをご紹介しますの
で、ご参考になればと思います。
■幹事エレクト 榎本 貞寿
次年度の委員長、副委員長がほぼ
決まり、委員を割り振っておりま
す。委員が決まりましたら、よろ
しくお願いいたします。

誕 生 日 祝 い
Zoom のみの例会開催だった、１月～３月が誕
生日の会員の席も用意し、お祝いしました。
１月生まれ
（８名）
２月生まれ
（11 名）

傘寿のお祝い
中村 雅之 パスト会長
大熊さんのご冥福を心よりお
祈り申し上げます。70～80
歳の一年はとても早いです。
あとは、桜のように気ままに
散っていければ。今後ともよ
ろしくお願いいたします。

ロータリーの友 解説
横組
Ｐ.５ RI 会長メッセージ
母子の健康月間
Ｐ.８ 育児と生理の大変さを知る
・「男性の育児」
・ケイアイスター不動産
男性社員育休
・育児・介護休業法の改正
・生理の貧困
Ｐ.14 アンケート 女性会員に聞きました
Ｐ.20 ロータリーのルール
Ｐ.24 松本輝夫ガバナー 第 2770 地区世界ポリオ
デー
Ｐ.28 よねやまだより

縦組

３月生まれ
（５名）

４月生まれ（12 名）
斎藤 照夫、山本 明彦、是永 泰宏、木本 栄
一、永井 博、岩﨑 伸丈、上田 純一、佐藤
真義、井上 勝美、鈴木 恭二、荒井 伸夫、
川鍋 洋子 各会員

ご挨拶■高橋 真貴子 会員（２/28 生まれ）
本日はお誕生日のお祝いをありが
とうございます。１月から４月の
36 名のお誕生日のかた、おめで
とうございます。２～３月はとて
もバタバタしていて、当日は何も
なく、今日初めてケーキも食べお
祝いしていただきました。ありが
とうございました。

Ｐ.４ 命を頂いてつないでいくこと
助産師・思春期保健相談士 内田 美智子さん
・「生」の反対→「産まれないこと」死ではない
子どもの自殺が多い
死産（臨月になって亡くなってしまった子を産ま
なければならない）の話を、思春期の子どもたち
に伝える
・食べることは生きること、生きることは食べる
こと
Ｐ.９ この人訪ねて カール・ベンクスさん
・古民家を再生 終の棲家にするまで
Ｐ.19 ROTARY AT WORK
・インターアクトと子ども食堂をつなぐ
鹿沼東 RC
・ニコニコ弁当プロジェクト 河北南 RC
・ひとり親家庭に笑顔を 善通寺 RC
・ひとり親家庭の子どもにケーキをプレゼント
三条北 RC
・子ども食堂へお菓子と洗濯機を寄贈
倉敷水島 RC
・困窮する母子家庭へプレゼント
東京紀尾井町 RC

卓
会長エレクト

話

小沢 孝

PETS 報告
Presidents-Elect Training
Seminar
（会長エレクト研修セミナー）

Zoom で開催
３/16（水）～17（木）
13 年前、渋谷会長・内山幹事の年度に入会し、
ガバナー訪問でバッジを着けていただきました

・次年度のクラブ運営に対し、方針明確化の研修
・ガバナー、ガバナー補佐、役員とのパイプ作り
も
・74 クラブの会長+地区のメンバーが参加
・ガバナー 松本 輝夫
・次年度地区研修リーダー 大貫 等
「リーダーとは」
・ガバナーエレクト 細淵 雅邦（浦和 RC）
「次年度の RI テーマ・地区方針」
2022-23 RI 会長 ジェニファー・ジョーンズ
（女性初の RI 会長）
DEI を最優先
・女性会員や 49 歳以下の会員を増やす
・会員の維持が重要
・今は回転ドア式（入っては出る）
・会員に奉仕をしっかりしましょう
・７/１に時計が動き出します、
皆さんはこの時間をどう使いますか

地区
細渕ガバナーエレクト
●地区活動方針

●地区運営方針

+

D 多様性 E 公平さ I インクルージョン
高潔性
クラブ活性化に向けて各クラブに発信していく
・変わるところ ･･･「DEI 推進委員会」が発足
部門委員長 部門委員会別活動方針の発表
・社会奉仕部門 平田 利雄 部門委員長の横に
ブライダル委員会 藤嶋 剛史 委員長も
第一地域ロータリー公共イメージコーディネーター

井原

實 「新会長に期待すること」

・ロータリーって何ですか？
・ロータリアンってどんな人？
・ロータリーって何をやっている？

これを答えられるようになってほしいとのこと
・グループごとのセッション
第４グループ … 11 月の地区大会で報告できる
よう事業を行う
決定 ７/25（月）ガバナー公式訪問例会

