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最終夜間例会
会長 福田 和子
皆様、こんばんは。多くの皆様に最終例会にご参加いただき、ありがとうございます。2770地区
第４G ガバナー補佐 三枝様、ご来賓として出席くださりありがとうございます。また、一年を通
してご指導もいただき感謝申し上げます。2019・2020 学年度 米山記念奨学生 ディルバさんとご家
族、2021・2022 学年度 グェンティガンさんのご出席、ありがとうございます。また、会員のご家族
の皆様もご参加いただき、例会に華を添えていただき、ありがとうございます。
年度当初はコロナ禍で、なんとか初例会はできましたが、その後、まん延防止等重点措置が発
令され、なかなか計画通りにいかない事もありました。そんな中でもロータリー活動は続けてい
かねばと、皆様、大変ご苦労されました。地域のため、世界のため、皆のために、できる範囲で
奉仕活動を行いました。それも、会員の創意工夫と互いの協力があってこそだと思います。先週
行われた年次総会では、理事役員、部門委員長、委員長の一年間の報告をいただきました。これだけの大所帯のクラブ
としてとても誇れる内容でした。また、運営に関わっていただいたパレスホテル大宮のスタッフの皆様、事務局に一年
間の感謝を申し上げます。それから、この本日の設えを担当いただいた、親睦委員会の皆様、ありがとうございます。
そして、一番お世話になったのが、押野幹事。難題も多かったのですが、いつもフィルターにかけてから YES-NO の段
階にして、私に判断しやすいように提示してくれました。誠にありがとうございました。
心に残る奉仕活動があります。児童養護施設に子ども用自転車の寄贈の話し合いのため訪れた時のこと。虐待がある
など家庭での養育が困難で、施設で暮らす約 60 人の子どもがいました。
小さな男の子が、私たちから離れず、ずっと付いてくるのです。とてもかわいい男の子で、連れて帰りたいと思ってし
まうほどでした。きっと親の面影、おばあちゃんの面影を追い求めたのでしょう。帰りがけ、その子が追いかけながら
手を振ってくれているのがバックミラー越しに見られました。連れて帰れなくてごめんなさい、と胸が熱くなりました。
普通なら、親や祖父母が自転車を買ってあげられるのに。市からの援助はもちろんあるのですが、各自に与えられるほ
どではないと聞きました。その後、彼はどうしているでしょう。大宮西 RC からは、自転車 10 台をプレゼントしました
ので、初めて新しい自分専用の自転車に乗っているのかなと時々思います。
奉仕活動はいろいろな形があります。ロータリーとして、その表現・呼び名は多岐にわたりますが、奉仕の源流はど
こにあるのでしょう。皆さんひとりひとりの心の中にあるのです。会長をやらせていただいて、本当の“奉仕の心”を
学びました。今年度やり残したこと、反省もありますが、当 RC は来年 60 周年を迎えます。この輝かしい大宮西 RC を、
皆さんの情熱とチャレンジ精神でいっそう盛り上げていただきたいと思います。
皆様への今年度の大いなる感謝と、次年度のご活躍をご祈念申し上げ、最後の最後の会長挨拶といたします。一年間、
誠にありがとうございました。
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開会挨拶
■副会長 新井 清太

ロータリーの目的・四つのテスト

ご家族様ご紹介
■幹事 押野 一郎

【本日のリーダー】
林 正 会員

お客様紹介、米山記念奨学生紹介
■第 小沢隆
2770 地区第４G ガバナー補佐
副会長 三枝
内山泰成
和男 様
■2019・2020 学年度 米山記念奨学生
ディルバ サレマン 様、
ご主人 キレムアゼズ 様、ご長女 ワニヤ 様
■2022 学年度 米山記念奨学生グェンティガンさん

清水
藤池
荒井
新藤
田口
島村
谷口

恒信 会員 令夫人 清水
誠治 会員 令夫人 藤池
伸夫 会員 令夫人 荒井
信夫 会員 令夫人 新藤
修身 会員 令夫人 田口
まり子 会員 ご友人
栄正 会員 令夫人 谷口

芳子 様
曠子 様
悦子 様
清美 様
みどり 様
智恵美 様

（ご紹介： 副会長 藤嶋 剛史）

幹事報告
幹事 押野 一郎
45 回目の幹事報告です。福田会長の
秘書役を一年務めました。皆様のお
力添えに心から感謝申し上げます。
一年間、ありがとうございました。

乾杯挨拶
■直前会長
染谷 義一

お客様ご挨拶
■第 2770 地区
第４グループガバナー補佐
三枝 和男 様
最終例会が盛大に開催されます
こと、心よりお喜び申し上げま
す。福田会長、押野幹事、一年
間お疲れ様でした。
クラブの活性化とは、何でしょ
う。いろいろご意見がありますが、私は、ロータ
リーは“人づくり”だと思うのです。次のリーダ
ーを育て、クラブの歴史や伝統を育んで、次の世
代へと繋いでいく。大宮西 RC は素晴らしいクラ
ブで、歴代のリーダーのご功績と思っています。
クラブのますますのご発展と皆様のご健勝を祈念
し、一年のグループへのお力添えに御礼申し上げ
ます。

新入会会員ご挨拶
■武蔵野銀行 浅野 雅弘
2019・2020 学年度 米山記念奨学生

ディルバ サレマン様 花束贈呈

第二部
広報・公共イメージ部門部門委員長
川井 理砂子作成の動画から、開会。
第二部司会■親睦委員会 委員長
岡部 勉

次年度役員・理事紹介
■幹事エレクト 榎本 貞寿
次年度会長挨拶
■会長エレクト 小沢 孝

女子部会＆ガンちゃん ステージ
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清水 恒信 会員 ステージ

皆勤賞

パレスベーカリー金券（2,000 円）

清水 恒信、藤池 誠治、内山 泰成、小沢 孝、
新藤 栄介、新井 清太、田口 修身、福田 和子、
島村 まり子、円谷 友香、榎本 貞寿、藤嶋 剛
史、井上 勝美、永井 伸剛、横溝 一樹、押野 一
郎、荒井 理人、胡 平、岡部 勉、関根 正也、
小林 又次郎、増永 裕樹、谷口 栄正、島袋 博
昭、中嶋 正尊、𠮷田 信行、佐藤 淳也 各会員

理事役員退任挨拶

ガンちゃんからの
おみやげ

記念品贈呈
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表彰

新会員紹介者賞

（）内は入会会員名

パレスベーカリー金券（3,000 円）

清水 恒信（福田 美香）、藤池 誠治（浅野 雅
弘）、高橋 誠一（川鍋 洋子）、内山 泰成（浅野
雅弘・荻原 直樹）、浅野 雅弘（荻原 直樹）
各会員

中締めの挨拶
■副会長 藤嶋 剛史

閉会挨拶
■幹事 押野 一郎

