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元にテーブルディスカッションリーダーを決め、
今年度の振り返りと次年度への展望などを話して
いただきたいです。対面で井戸端会議のようです
が、気軽に臨んでほしいです。現在の世界の動き
や、会社の動向、個人の趣味といった情報交換も
して親睦を深めていただきたいと思います。そし
て、各テーブルでどんな話をしたか発表してもら
います。発表者は、発言の機会の少ない会員にお
願いします。時間の関係で全員の発表ができない
場合もあるかと思いますが、そこは、普段お話し
てない方と触れ合いロータリーを楽しむきっかけ
になれば良いかと思います。旅行の懇親会でした
らお酒も入り、ロータリーについて本音の部分が
酒のつまみになるはずでしたが、本日は、お茶で
友情を深めてもらいます。この機会に知り合いを
広め、ロータリーで友人をつくってください。こ
れからの人生をより豊かにしてくれると思いま
す。これにて会長挨拶といたします。

皆様、こんにちは！
Zoom の皆様、お元気で
すか。先週は、元シェイ
プ UP ガールズの中島史
恵様をお迎えして、大変
好評だったと自負してお
ります。
本日の例会ですが、押
野幹事がお話されていま
したように、まず青森方
面への親睦旅行が中止となりました。また、台湾
の姉妹クラブ 南投 RC さんとのバーチャル交換会
をと計画しましたが、折り合いが付かずこちらも
中止となり、今回はクラブ内の
活動になりました。ちなみに本
日のランチは、台湾に行ったつ
ロータリーの目的・四つのテスト
もりということで、台湾料理に
なっております。いかがでした
でしょうか。
【本日のリーダー】
さて、例会の内容についてで
す。５つのロータリー中核的価値観“高潔性・リ
榎本 貞寿 会員
ーダーシップ・奉仕・親睦・多様性”を鑑みて、
本日、何をしたら良いか思案しました。その中の
“親睦”と“リーダーシップ”を考えました。い
お客様紹介
つもあまり言葉を交わさないうちに例会が終了し
てしまうという方もいらっしゃると思います。せ
■入会者/株式会社 覺組
っかくご多忙のところ時間を割いて来てくださっ
代表取締役 福田 美香 様
ているのですから、何かヒントを得て帰っていた
だきたいのです。いつも代表の方ばかりが前に出
て、聞き手側の会員がなんと多いことか。誰もが
発言・発表する場として、
「会員のリレースピーチ
で情報交換を」とも思いましたが、話せる人数に
限りがありますので、委員会ごとに席で発言して
もらいたいと思います。
幹事 押野 一郎
今年度、今までコロナ禍で委員会はなかなか開 ①次年度委員の名刺に点字を打つことにしました。
けない状態でした。本日は、各委員会のテーマを 希望されるかたは、事務局まで。
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②５/16（月）卓話者の中島史恵さんが、ご自身の
ブログで例会の様子をアップしてくれていま
す。
③2770 地区より感謝状が届いております。
今回のベトナム・ダナンに於ける奉仕事業にご参加
いただき誠にありがとうございました。おかげさま
で昨年 12 月２日に無事３施設に届ける事が出来まし
た。これも貴クラブのお陰と心より感謝申し上げま
す｡ 感謝状、領収書を貴クラブにお届けさせていた
だきます。今後に於きましても国際奉仕事業に深い
ご理解とご参加を宜しくお願い申し上げます。皆様
からのご厚情に対しまして重ねて厚く御礼申し上げ
ます。

■地区米山記念奨学部門 委員長
藤嶋 剛史
米山記念奨学生のガンちゃんは、本
日は RYLA（ライラ）研修で宮古島
へ行っています。地区の青少年奉仕
部門がやっている、次世代のリーダ
ーシップ育成研修です。

テーブルディスカッション
川鍋会員
福田様の入会スピーチが素晴らしかったです

国際ロータリー第 2770 地区
国際奉仕部門委員長 国武 充
国際奉仕委員長
原田 晃博

④６/13（月）はオープン例会、
卓話者は、元 海上自衛隊 海将
伊藤俊幸様です。第４グループ
の各 RC にもお声がけしていま
す。
⑤６/10（金）は事務局研修です
ので、午後、事務局はお休みに
なります。

入 会 式
■紹介者/清水 恒信 会員
■入会者/株式会社 覺組
代表取締役 福田 美香 様
清水 恒信 会員／ご紹介
福田美香さんは、大宮の西口
界隈で生まれました。
家が近所だったので、福田さん
のお父さんと友人です。
福田 美香 様／自己紹介
無事に入会のご承諾をいただ
き、うれしく思っています。桜木２丁目で生まれ
育ち、今は西区在住です。ゼネコンに勤めていた
時の上司と立ち上げた会社の事業継承をした形で
す。こちらの会の運営と皆様の行動に感銘を受
け、素晴らしい会だと実感いたしました。皆様、
ご指導よろしくお願いします。

星野会員
昨年９月の
ガンちゃんの卓話、またガンちゃんと
の懇親の会が主だった活動になって
います
永井（伸）会員
青少年奉仕部門、埼玉栄高校吹奏楽部
の演奏会もコロナでい
ろいろ大変なようです
山本（明）会員
これから貢献して参り
ます
是永会員
皆さん、今後もよろしくお願いします
坂田会員
次年度は例会にも
出席したいと思い
ます
金田会員
出席委員会は関根
委員長にお任せで、滞りなくやっ
ていただき、ありがとうございま
す。
胡会員
会員増強は差し引き変わらず、維持
できたかと

委員長報告、派遣役員報告
■青少年奉仕部門 部門委員長
横溝 一樹
５/29（日）の埼玉栄高校吹奏楽部
定期演奏会のチケットを本日お渡
ししています。若干の余裕があり
ますので、ご希望のかたは事務局
まで。

𠮷田（信）会員
株価はしばらく厳
しいでしょう
小岩会員
次年度は榎本幹事、
よろしくお願いします

島野会員
よろしくお願い
します
三浦会員
来年度、がんばります
中嶋会員
今年度はなかなか活動
できなかったのです
が、
次年度は副 SAA が
んばります
荒井（理）会員
卓話で、ロータリー財
団委員長の中川高志様に財団の仕組
みをお話しいただきました

石三会員
昨年体調を崩しました。
健康が大事です
岡部会員
本日は親睦旅行に
行けませんでした。
実は親睦委員長だったおととしも行
けなかったです
染谷会員
パクチーは苦手ですが、おいしくい
ただきました。長期計画、ご指導い
ただきながら頑張ります
内山会員
台湾、懐かしいで
す。次年度、新し
いテーマも決まり、長期計画も新
たな目標に向かってがんばってま
いります。第４グループの合同事
業もやっていきます。ご協力よろ
しくお願いします

新藤（信）会員
念願の市庁舎の移転が決まりました！
次年度は、栄高校の目の前の敷地に
草花などの植え付けをする予定で準
備を進めています
井上会員
６/３は国際大会の
卓話です、コロナで
できない委員会の例
会があり残念でした
矢部会員
南投 RC とは提携 51 年、本日も交流
したかったのですが、予定が合わず
残念でした
増永会員
ラオフレンズ小児病院に顕微鏡を
送りました。早い段階で要望を吸
い上げて事業を早めに展開すると
いいかと思います
菊池会員
副 SAA として２年目ですが、次年度も
です。よろしくお願いします
小林会員
欠席も多く、
委員長任せでした
海保会員
パレスホテルもだい
ぶお客様が戻ってき
ましたが、夜がまだま
だです。ぜひいらして
ください

瀬戸本会員
こんな上座で緊張しました。
渋谷さんは入会時の紹介者です
渋谷会員
次期は会計です。皆さんのお金をき
ちっとやっていきます
新藤（栄）会員
委員会の皆さんと
は食事などしまし
た。前回の例会は
一番の思い出です
関根会員
次年度の岡部委員長に期待を込めて
引き継ぎます
福田会長
なかなか発言の機会がない人の貴重な
お話が聞けました。ご協力ありがとう
ございました

