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国際ロータリー会長 ホルガー・クナーク（Herzogtum Lauenburg-Möllnロータリークラブ）
国際ロータリー第2770地区ガバナー 中里 公造（川口モーニングロータリークラブ）
第5グループ・ガバナー補佐 宮澤 英修（鴻巣ロータリークラブ）

2020～2021 RIテーマ ： ロータリーは機会の扉を開く（Rotary Opens Opportunities）

会長の時間（河原畑光一 会長） 幹事報告（田邉利幸 幹事）

先週、スポーツ少年
団の閉会式がありま
した。映像を流しなが
ら説明をしていきます。

マスクを着用しながら
もみんな一生懸命プ
レーをしていました。

①山崎秀夫会員が入院をされており、ご家族から

クラブ協議会 「地区研修・協議会」報告

会長部会 福﨑菊夫 会長エレクト 公共イメージ部会 中山邦 会員

お客様紹介

2021学年度 米山奨学生
趙文傑(チョウブンジャ) さん

奨学金授与

体力的に継続が難しいという事で理事役員
会にて退会届を承認する形になりました。
山崎会員にはクラブに大変ご尽力いただいて

②5月21日(金)のIMについて現段階

では開催となっておりますので皆
様ご出席をお願いいたします。

国際ロータリーの元会長が「オーケ
ストラの指揮者の様なリーダーシッ
プを執りなさい。」そうなれば「会員
の皆さんが意見を述べ、助言をい
ただける」と、よく仰っています。役

幹事部会 川田淳也 幹事エレクト(岡村哲也 会員)

急遽、代理で岡村が参加いたしました。冒頭、中里
ガバナーの現況報告があり、内臓疾患のため9時間
程の手術で20cm程切り取り、2週間は安静で早くと
も5月下旬ではないかとの事。基調スピーチでは「ク
ラブ幹事の心構え」として、1.会長の健康管理 2.
ルールの順守と遅延なき遂行 3.黒子に徹するとの
お話でした。ガバナー公式訪問について当クラブは3
番目の7月21日(水)。また、国際大会(台湾)は中止と
なるため代わりにバーチャル大会が行われます。

管理運営部会 田邉利幸 会員

済生会川口総合病院の医院長、
佐藤雅彦先生よりコロナについて
の基調講演がありました。また、
中島部門委員長より、ロータリー
賞への挑戦・MyRotary100％登
録・女性会員や若い会員の比率

ロータリーのビジョン声明People of Actionを起
こすことによって地域社会に認知され理解が
深まる。それを推進していくことが公共イメージ
部会の仕事。「多面的アプローチ、インパクトあ
ること、ストーリー性、柔軟性、積極的発信が
重要なポイントである。」と、小林操担当諮問か
ら説明がありました。

会員増強維持部会 小岩井忠 会員

新会員の勧誘は、特定の個人や団体・グループ
を決めて勧誘するよりは、何かの活動を通して知
り合い、信頼関係を築きつつ仲間となり、その後
に入会の声を掛ける方法が成功しているようです。

この点については、我が上尾西にも通じる点があると感じ、新会員
が増えている理由だと改めて感じました。早期退会防止について
は、“メンター制度”をつくるという取り組みが紹介されており、紹介
者や増強委員長など特定の人に限らず、新会員さんを導く“導師”
という立場で、ロータリー活動の魅力を伝えるのが目的です。

職は1年間しか出来ない貴重な時間なので、会員の
皆さんに耳を傾けながら一生懸命やっていきます。

職業奉仕部会 新井登志彰 会員

来年も是非と、要求の声が高かったの
で、継続事業としてやっていきたいです。

おりますので記念の盾をお送り
する事となりました。

皆さんが仕事をしている職業をそれぞれロータ
リーの奉仕活動に生かすという事がそのまま職
業奉仕に繋がっていくと私は理解しました。
次年度の福﨑会長が打ち出している奉仕活動
につきまして、皆さん職業をお持ちですし、新会
員も増えているので、何年かに1度作成している

職業奉仕手帳(職業は何で、どのような仕事をしている等を紹介
する物)を次年度に作りたいと思っております。

を上げる・RLIに新会員を積極的に出して欲しい。
と、今年度の活動方針の話もありました。
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Smile Box

河原畑光一君 郡司貴江さん、ようこそ。米山奨学生、チョ
ウブンジャさん、ようこそ。地区研修・協議会参加の委員長さ
ん御苦労様でした。
田邉利幸君 郡司さんよろしくお願いします。各委員長様発
表ありがとうございます。
福﨑菊夫君 クラブフォーラム各委員長ご報告ありがとうご
ざいます。次年度皆様に大変御世話になりますが、よろしく
お願い致します。
永嶋輝一郎君 さわやかな初夏の陽気が続いていますね。
コロナだけが心配の種ですね。

齋藤一夫君 郡司さん、入会予定おめでとうございます。

日吉千穂重君 チョウブンジャ様・郡司貴江様、ようこそ。地

区研修報告の皆様ごくろうさまです。

大貫等君 次年度の各委員長の皆様、「地区研修協議会報

告」ご苦労様でした。米山奨学生、趙さんようこそ。1年間宜

しくお願いします。

片桐勇君 郡司貴江さん、ご入会お待ちしています。最近の

気温の高低差がかなりありますので、皆様体調をくずさない

よう気をつけましょう。 結婚祝いのお花ありがとうございま

した。

小山清君 本日は急な発表で失礼しました。会報で改めて

報告します。

齋藤幸一君 結婚祝いありがとうございました。

渡辺博司君・石川重明君・齊藤一雄君・新井登志彰君・中山

邦君・原雅之君・矢澤勇君・小岩井忠君・中村次男君・山﨑

康裕君・本田幸司君・髙𣘺𣘺昌弘君

（￥25,000 累計￥425,000）

例会 会員数
対象
会員数

出席数
免除者
出席数

出席率

2496回 46人 32人 24人 7/14人 61.54%

クラブ協議会 「地区研修・協議会」報告

フェローシップ委員(4月度)
小山清 岡村哲也

社会奉仕部門を構成する地域社会奉
仕委員会とブライダル委員会の2つの
委員会から次年度の主な活動につい
て、地域社会奉仕委員会では次年度
も継続して点字名刺の普及、腎・アイ
バンク登録の啓蒙活動を行い、今年度
新たに発刊したかわら版やWebサイト

●本日の献立●

牛カツフライ
ツナスパゲッティ
白身魚南蛮
帆立白菜豚人参うま煮
白飯・香物・汁物

例会日 ： 毎週水曜日 12：30～13：30
例会場 ： 東武バンケットホール上尾
事務局 ： 上尾市谷津2丁目1番34号 日和ビル4Ｆ
TEL ： 048(772)4104 FAX ： 048(772)3344
上尾西RCメールアドレス ： awestrc@ceres.ocn.ne.jp
ホームページ ： http://www.rotary-ageowest.jp

クラブビジョン ；

私達は、既存の五大奉仕活動事業の見直しをし、
新しい事業を実行させ、地域の人々、世界の人々から
感謝されるクラブになる。

戦略計画 ；

1 会員数50人を目指し、増強と維持をする
2 クラブの継続事業を見直し、より良いものとする
3 より良い地域社会奉仕・国際奉仕を模索し方向性を考える
4 クラブに入会しやすい、より良い環境の整備を模索する

青少年奉仕部会 齋藤幸一 会員

地区内23クラブがありますが、中学校に
是非インターアクトを提唱し裾野を広げ
て欲しいというお話や、ローターアクトの
提唱、そして、ロータリーの奉仕プロジェ
クトを共同で行っていったらどうかの提
案をローターアクターに今後していくとい

社会奉仕部会 中村次男 会員

の普及活動についても次年度も引き続き行うとのことで
す。ブライダル委員会では新たに設置されたブライダル
サポーターによる会議の開催、オンライン相談会や年4
回程度の交流イベントの開催も計画しているそうで、そ
の他、地区補助金大口枠を活用した活動などの過去の
社会奉仕活動事例の紹介もありとても参考になりました。

国際奉仕部会 原雅之 会員(小山清 会員)

お客様紹介 明治安田生命保険相互会社 郡司貴江 様

今までのような現地へ赴いての視
察・検証は困難な状況であり、オンラ
イン・リモートを活用して各クラブで
チャレンジしていこう。というお話や、
なかなか交流が進まない状況ですが、
あらゆる機会やリモートでの開催も
活用し、各クラブで姉妹クラブを持て

る様努力されたい。とありました。また、全般的に奉仕活
動をするにあたって、クラブ委員会において活動内容を選
定する場合はメンバーの意見を聞く、全員参加(何らかの
形)でテーマに取り組むよう願います。との事でした。

う内容もありました。RYLA委員会は、2022年3～5月に宮
古島で研修セミナーの開催を予定しているそうです。RI会
長より2022年6月30日まで青少年交換事業を一時停止と
なっていますが、同年7月以降にむけ募集活動を再開して
いこうと考えているとの事でした。コロナ禍でも出来る青少
年奉仕事業を、各クラブと連携を取りながら実行しいきた
いと考えております。
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