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会長 福田 和子 
会員の皆様、こんに

ちは。Zoom 参加の皆
様、お元気ですか。 
大宮ろう学園の荒井校
長先生、伏見先生、よ
うこそおいでください
ました。本日もお忙し
い中、そして足元の悪
い中、多くの皆様、例
会にご参加くださって
誠にありがとうござい
ます。 

今年度も残すところ４週間となりました。皆様
のお力で何とか駒を進めて来ております。残りの
日々を悔いの無いように誠心誠意務め、これから
も大宮西ロータリークラブのために尽くす所存で
す。ご協力よろしくお願いします。 
さて、６月４日から８日まで、アメリカ・ヒュ

ーストンで国際大会が行なわれております。世界
各国から多くのロータリアンが参加されるだろう
と思います。 
現地では、恒例のガバナーナイトが開催されま

す。ガバナーナイトとは、「今年度ガバナー（松
本輝夫ガバナー）ご苦労様、次年度ガバナーエレ
クト（細淵雅邦ガバナーエレクト）を激励しま
す」の意味を込めて会員で祝う会です。2770 地区
は、コロナ感染対策を鑑みて、それを断念しまし
た。そして先週６月３日（金）夕刻、ロイヤルパ
インズホテル浦和にて執り行いました。私も参加
させていただき、ロータリーの奉仕の精神・友愛
を感じました。 
来年はオーストラリア、翌年はシンガポール、

そして翌々年はカナダで、国際大会が開かれま
す。その頃は、コロナ感染も下火になり世界の多
くのロータリアンが集うことになるでしょう。皆
さんも参加してみてください。 
ちなみにロータリーバッジは、もちろん付けて

行って下さい。例会でも皆さん付けていますよ
ね。そのバッジのことで私が体験した話です。 

数年前、私が長時間フライトのため航空機に搭
乗した際のこと。いよいよ出発、と席に着いた時
です。客室乗務員が「お客様、ジャケットをお預
かりします」と声かけてくれたので渡しました。
そうしたらその方が、ジャケットのバッジをみな
がら「今年のテーマは、超我の奉仕ですね」と言
うのです。驚きました。搭乗した航空会社の社員
にロータリーの知識があり、おもてなしの極意を
いただいたのです。おかげさまで快適な空の旅が
できました。 
本日は、国際大会に参加された会員の方に、世

界のロータリーや旅行での逸話などのお話を存分
に聞かせていただけると思います。宜しくお願い
します。これにて、会長挨拶といたします。 
 
 

 
 

  【本日のリーダー】 
 
   土屋 隆弘 会員 
 
 
 
 
 

■埼玉県立特別支援学校 大宮ろう学園  
校長 荒井 宏昌 様、高等部教諭 伏見 千春 様 

 
 
 
 

 
 
 

■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 
・６月のロータリーレートは、１$ 127 円です。 
・６/27（月）の最終例会では皆勤賞表彰などが 

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 

（ご紹介：副会長 新井 清太） 
 
 
 
 

幹 事 報 告 
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行われます。出席状況が気になる 
かたは、事務局でご確認ください。 
 
 
 
 

■埼玉県立特別支援学校  
大宮ろう学園  
校長 荒井 宏昌 様、 

皆様にはいつも応援し続けていた
だき、ありがとうございます。コ
ロナ禍から、やっと通常の学園生
活に戻りつつあります。部活動

も、普段の練習はもちろん、ほかのチームとも合
同練習が行えるまでになりました。５/１（日）に
開催の令和４年度 軟式野球春季埼玉県大会で、大
宮ろう学園と浦和ルーテル学院と慶応義塾志木高
校との合同チーム「三校連合」が優勝しました！ 
今後ともよろしくお願いいたします。 
 
 

 
配島 信恵 会員より奨学金が 
支給されました。 

■2022 学年度米山記念奨学生 
グェンティガンさん 

RYRA 研修の一環として宮古島に
行って来ました。RYRA とは「ロ

ータリー青少年指導者育成プ
ログラム」です。 
４回の研修がありました。第
１回は他己紹介で、リーダー
に求められる“聞く力”を身
につけました。第２回では、環境についてグループで討
議しました。リーダーに立候補しました。そこで気づい
たことが２つあります。 
１点目は、メンバーの意見を聞くというのは、耳で聞く
（listen) のみならず、口で質問する（ask）ことも大切
ということです。たくさん話さないメンバーもいるの
で、全員の意見をまとめるために工夫して質問しないと
いけないのです。２点目は、リーダーは正しい情報発
信、各メンバーをつなぐ役割を持つこと。正しい情報を
メモし、正確にシェアすることも勉強になりました。集
合写真を撮るのが難しかったです。必要な時だけ集める
のではなく、もっとグループで行動すればもっと楽しか
ったのではと感じています。 
さらに環境問題についても深く考えました。砂浜に
プラスチックごみを見かけました。環境を守ること
は誰かがやるのではなく、一人一人がやることで
す。私が今後取り組みたいことを３つ紹介します。 
・マイバッグを持参、使い捨てスプーンを使わない 
・食品ロス…店では手前から商品を取る 
・必要以上に服を増やさない 
以上、RYRA 研修に参加して
学んだことです。ここで学ん
だことを生かし、今後活躍し
ていきたいです。 
 
 
 

■親睦委員会 委員長 岡部 勉 
6/27（月）最終例会は夜間例会、18 時 
点鐘、場所はパレスホテル大宮３階です。 
ご家族も１名参加できますので、よろし 

くお願いします。 
 

  
𠮷田信行（3 日）、佐藤貴之（10 日）、風岡淳一（11
日）、川井理砂子（14 日）、小林又次郎（20 日）、池
田 進（21 日）、廿野幸一（21 日）、石川博康（22
日）、浅間重行（24 日）、島村まり子（25 日） 

各会員 

 
 
 
■雑誌・会報委員会 委員長 廿野 幸一 
横組 
特集 規定審議会 
P.８ 規定審議会リポート  
人頭分担金増額、 
ローターアクターが例会に 
P.12～17 歴史 
1989 年に女性の入会が認められる 
P.18～19 理解のために バーチャル例会の促進 
縦組 
P.４～８ 海のプラスチックごみ 磯部篤彦 
海流の動きが研究の対象だった 
福岡のごみは黒潮に乗って台湾に 
東京から出たごみは１年後にアメリカに 
多いごみはレジ袋 
ペットボトル１本と太平洋１平方㎞のマイクロプラ
スチックは同量 
プラスチックごみは減らすしかない 
P.18～21 ロシアとウクライナ侵攻 
P.22～28 ロータリーアットワーク  
 
 
 
■シスタークラブ委員会 委員長 矢部 正博 
国際大会の参加促進のため、国際大会参加のご
経験のある荒井会員・内山会員に卓話をお願い
しました。 

 
 
 
 
 

６/５から６/８まで、国際大会が
開かれています。国境を越えた親
睦、国際交流の機会です。 

参加したアトランタ

大会のプログラムを

ご紹介します。 
６月 10 日（土） 
友愛の家、会長主催平和会議、友愛の家グランドオープン、
青少年交換役員大会前会議、大会参加者オリエンテーショ
ン 
６月 11 日（日） 
友愛の家 、開会式（１回目）、開会式（２回目） 
６月 12 日（月） 
友愛の家、第２回本会議、会長主催昼食会、分科会 

国際大会について 

委員長報告、派遣役員報告 

誕生日祝い 

お客様ご挨拶 

米山記念奨学金支給 及び 近況報告 

ロータリーの友解説 

卓 話 

■荒井 伸夫 会員 ■内山 泰成 会員 
 



 

６月 13 日（火） 
友愛の家、第３回本会議、会長エレクト主催昼食会 
分科会、メジャードナーレセプション、アーチ・クランフ
晩餐会 
６月 14 日（水） 
友愛の家、第４回本会議（全体会議） 
ロータリー財団 100 歳の誕生パーティー１ 
ロータリー財団 100 歳の誕生パーティー２ 
分科会（特定のテーマ、誰でも参加可能）、閉会式 

※青色部分は、荒井 伸夫 会員が参加 
 

回 
 
年 

 
開催地 

 
登録者 

  

1 1910 シカゴ 

(Ill's 州) 

60 全米 RC 連合会 

（16 ほどのクラブ） 

3 1912 ドゥ ルー ス

(Mn.州) 

598 国際 RC 連合会 

（国際組織となる）  

11 1920 アト ラン テ

ィク(N.J 州) 

7,213 日本最初の東京 RC

誕生 

13 1922 LA(Cal.州) 6,096 国際ロータリー (RI)

現在の名称に 

77 1986 ラス ベガ ス

（Nv.州） 

18,426 佐野康博ガバナー

（大宮西 RC） 

荒井伸夫会員 大宮西 RC 入会 

79 1988 フィ ラデ ル

フィア 

(Penn.州) 

16,316   

80 1989 ソウル(韓国) 38,878 団体で参加 

81 1990 ポー トラ ン

ド(Or.州) 

21,053 石田団長ほか 

団体で参加 

82 1991 メキ シコ シ

ティ (メキシ

コ) 

15,638 吉田暎治会長ほか 

団体で参加 

83 1992 オー ラン ド

(フロリダ州) 

19,111 新藤耕四郎会長ほか

多数が参加, 

85 1994 台北(台湾) 31,161 山本勝一郎会長ほか

団体で参加、 

南投 RC も参加 

90 1999 シン ガポ ー

ル (シンガポ

ール) 

17,903 藤池会長・荒井幹事

ほか団体で参加、 

帰路南投弔問 

95 2004 大阪(日本) 45,381 荒井会長ほか団体で

参加 

親睦旅行を兼ねて 

96 2005 シカゴ 

(イリノイ州) 

39,460 藤池 G 補佐夫妻ほか

多数、Ｒ１００周年 

100 2009 バー ミン ガ

ム（英国） 

16,062 荒井 G 補佐夫妻参加 

（このあたりから少

数での参加となる） 

104 2013 リスボン 

(ポルトガル) 

19,717 荒井夫妻、佐藤直樹

会員、田中作次国際

RI 会長が参加 

108 2017 アト ラン タ

(Ga.州) 

33,390 荒井夫妻が参加 

Ｒ財団１００周年 

110 2019 ハン ブル ク

(ドイツ) 

26,856 荒井夫妻、内山夫妻、

新井清太会長ほか 

２名が参加 

111 2020 ホノルル 

(H.I.州) 

  コロナ禍によりバー

チャル方式 

112 2021 台北(台湾)   コロナ禍によりバー

チャル方式 

113 2022 ヒュ ース ト

ン(Tx.州) 

  対面基本のバーチャ

ル併用方式 

114 2023 メル ボル ン

(オーストラ

リア) 

    

115 2024 シン ガポ ー

ル (シンガポ

ール) 

    

参加して奥深さ、良さ、 
楽しさがわかると思います。 
一度は国際大会に参加して 
みてください。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６月１日（水）、大宮国際 CC にて 
埼玉福祉事業協会主催のチャリ 
ティゴルフ大会が開催され、大宮 
西 RC として参加しました。247 人の 
コンペで、島袋 博昭 会員がみごと 
優勝しました。 
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