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会長 福田 和子 
 皆様こんにちは。
Zoom で参加の皆様も
ご出席ありがとうご
ざいます。 
 ３年ぶりに新型コ
ロナウィルスの緊急
事態宣言が出ていな
いゴールデンウィー
クでした。宣言が発
出されていた時は経

済観測から見ても、人の移動が激減し経済活動
に不安感がありました。今年は、それに比べる
と天と地ほどの差がありました。旅行会社とい
った観光業、サービス業は、少しは希望が持て
たと思います。 
 皆様は、どちらかにお出かけしましたか。私
は､ 九州の宮崎に３日間滞在しました。ゴルフ
場がたくさんある中で、プロトーナメント名門
コースを３ヶ所ラウンドしました。やはり歴史
あるコースは、そこに自分が立っているだけで
アマチェアゴルフプレーヤーとして満足感があ
りました。 
 特に良かったのが、やはり「フェニックスカ
ントリークラブ」でした。ここは海のそばで、
黒松の防風林が特徴のゴルフコース。松林、芝
の緑と空の青さの風景が見事でした。タイガ
ー・ウッズが、セカンドショットを７番アイア
ンで２オンしイーグルを出したパー５は特に長
く、彼は神がかった人だと思いました。私は､
相変わらずｸﾞリーンにてこずり、思うようなス
コアは出ませんでしたが、充分満喫いたしまし
た。 
 九州出身の会員も何人かおられると思いま
す。“九州男児”という言葉があります。強い
男の代名詞ですね。九州は、歴史ある場所とし

て、特に江戸から明治に日本が変わる時、歴史
の表舞台となったところ。活躍した人々を多く
輩出した文化があり、その流れなのか趣のある
お店も多く、優しい人々とふれあえました。お
いしい芋焼酎をいただき、良い旅でした。  
 さて今月は、青少年奉仕月間です。2770 地区
の RYLA（ライラ）が宮古島で行なわれます。
RYLA とは「ロータリー青少年指導者養成プロ
グラム」です。30 歳までの青少年に将来の為の
準備をさせるプログラムを、ロータリーが支援
します。当クラブからは、そのためのセミナー
を何回も受けたグェンティガンさんと島村まり
子会員が参加します。 
また、埼玉栄高校吹奏部定期演奏会が、５月

29 日（日） にウエスタ川越で行われます。 
私は毎回観賞し、素晴らしい演奏とはつらつと
した舞台の構成に感激しております。皆様、ぜ
ひ会場に赴き、青少年を応援し感動を味わって
いただきたいです。 
 これにて会長挨拶といたします。 
   

 
 
 

  【本日のリーダー】 
 
   十文字 裕司 会員 
 
 

 

 
■2022 学年度 米山記念奨学生  
 グェンティガンさん 
 
 
 

幹事 押野 一郎 
①５月のロータリーレートは１$ 130 円です。

会 長 挨 拶 

ロータリーの目的・四つのテスト 

お客様紹介・米山記念奨学生紹介 

幹 事 報 告 

（ご紹介： 副会長 藤嶋 剛史） 
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②５/29（日）に「ロータリーを愉 
しむ会」が開催されます。 
③次回５/16（月）は、元シェイプ 
UP ガールズ 中島史恵様を招いて 
の卓話例会です。人数把握のため 
会員は出欠をお知らせください。 
 
 
 

川井 理砂子 会員よ
り、米山記念奨学金
を授与しました。 
■2022 学年度  
米山記念奨学生  
グェンティガンさん  
GW に家で観たビデ
オの中で印象に残

ったのは「幸せの秘密」です。幸せには３レベル
あると言われます。レベル１は何か
を行う時、でもこの幸せは短いで
す。レベル２は勉強し上手になるこ
と。レベル３の幸せは誰かのために
何かを行うこと、奉仕することです
ね。人生を豊かにするために、誰か
のために奉仕しようと思います。 
 
 

 

■青少年奉仕部門 部門委員長 
横溝 一樹 
５月 29 日 (日) に行われる、 
埼玉栄高校吹奏部定期演奏会の
申し込み締め切りは本日です。
よろしくお願いいたします。 
 

 

 

山崎 一祥（２日）、杉山 克博（５日）、
菊池 裕一（８日）、中谷 輝彦（17 日）、
柴木 健之（18日）、小岩 淳一（18日）、
新井 清太（21日）、石三 重則（21日）、 

     高橋 誠一（28 日） 各会員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
荒井 理人（パートⅢ）、岡部 勉（パートⅢ）、 
緒方 学（パートⅡ）、松本 有祐（パートⅠ・Ⅱ）、
石丸 主憲（パートⅡ・Ⅲ）、廿野 幸一（パートⅠ）、
小林 又次郎（パート１・Ⅱ・Ⅲ）、 
島袋 博昭（パートⅠ・Ⅱ・Ⅲ） 各会員 

 
 
 
■横組 
P.４ RI 会長メッセージ 平和的な紛争解決を 
P.８ 若者の間で急増する大麻の乱用 
摘発は高校生・大学生が過去最多、７割近くが 20
代以下 
深刻な 20歳未満 きっかけは好奇心「誘われた」 
P.12 東京恵比寿 RC 薬物撲滅の啓発活動 
P.16 ウクライナの危機 E クラブで活動  
P.20 ロータリー平和フェローが見たウクライナ  
P.32 よねやまだより トンガ・ヌクアロファ 
■縦組 
P.４ 低年齢化する子どものメディア漬け 
“２歳児問題”スマホによる睡眠障害やゲーム
中毒といった問題 
２歳児の５割がスマホ依存症に近い反応も 
予防が大事 抱っこ、スキンシップ、外遊びを 
P.９ この人訪ねて 児島塊太郎  
ロータリーアットワーク 
P.19  
・野球少年たちの技術向上に貢献 
 北松浦 RC 
・地元自治体への寄付金募る 
 東松山 RC 
P.21 
・児童養護施設を旅立つ子どもへ支援金  
 奈良県内 14RC 
P.22 
・困窮する大学生に商品券を 2500 地区第３分区 
P.23 
・ランドセルが心を育て世界をつなぐ 
 鹿島臨海 RC 
P.24-25 桜の植樹などの話題 
 
 

  
 
 
  
 
 
 
 

誕 生 日 祝 い 

米山記念奨学金支給及び近況報告

告 
 

委員長報告、派遣役員報告 

ＲＬＩ修了証 交付 

ロータリーの友 解説 
 

クラブ協議会 

次年度方針発表 

会長エレクト 

小沢 孝 
 



 

■RI 会長  
ジェニファー・E・ジョーンズ 
 ●RI テーマ  
「IMAGINE ROTARY」 
（イマジン ロータリー） 
 
■第 2770 地区 ガバナー  
 細淵 雅邦 
 ●地区活動方針「 IMAGINE ROTARY 」 
       （イマジン ロータリー） 
 ●地区運営方針「創造しよう未来への調和」 
   ～ロータリーに DEI の爽やかな風を～ 
 
■大宮西ロータリークラブ 
●戦略計画ビジョン： 
多くの機会をつくり、多くの人と繋がり、 
更なる奉仕の高みを目指そう     
●クラブスローガン 
「60 周年 新たな奉仕活動へ」 
 ～すべては好奇心から始めよう～  

 
皆さんこんにちは。2022-23 年度の会長職を
拝命いたしました、小沢孝です。 
振り返ればロータリーに誘われて 14年が経
ち、私にとってロータリー15 年目のスター
トであり、会長職として関われることは、ロ
ータリーライフの集大成として意気込んで
おります。 
大宮西ロータリークラブが創立 60周年の記
念すべき節目での身の引き締まる思いと同
時にクラブにとっても、会員にとっても貴
重な１年の始まりであります。先輩諸兄の
業績を忍び誠に感無量な思いがこみ上げて
まいります。一年間どうぞ宜しくお願い致
します。 

   
 ＜活動方針＞ 
心の充実と奉仕の充実を想像し、会員と社会環
境が笑顔になれるよう創造します。 
１. 新しいインパクトのある活動を行う 
２. 参加者の基盤を広げる 
３. 自らの職業に生かす 
４. 効果のある広報に努める 
５. すべての活動は増強へと繋げる 
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