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2021～2022 RIテーマ ： 奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために（Serve to Change Lives）

会長の時間（福﨑菊夫 会長）

幹事報告（田邉利幸 副会長）

2022年2月24日(木)に「響の森 桶川市民ホール」にて開
催されます。講師に池谷直樹さんを決定した理由です
が、以前皆様にどなたか知り合いで呼べる方がいらした
ら、とお声がけしました際に、菅沼真弓会員が通じてい
るとのことで紹介していただきました。池谷直樹さんにつ
いて菅沼会員からお願いします。

ロータリー財団 表彰受賞
水野正男 会員 小山清 会員 福﨑菊夫 会員
齋藤一夫 会員 中山邦 会員 片桐勇 会員

お客様紹介

第5グループガバナー補佐 渡辺博司 様
第5グループガバナー補佐幹事 中村次男 様
第5グループI.M実行委員長 片桐勇 様

秋も深まりすっかり朝晩は寒く
なってきました。体調管理には十
分気をつけてください。コロナも
減少となり街も活気づいてきたよ
うにみえますね。12月16日(木)に
はクリスマス例会を予定しており、

皆さんと久しぶりにお酒の入ったコミュニケー
ションが図れると思います。親睦委員長を始め
親睦委員会の方たちに企画・運営を考えて頂
いておりますので、楽しみにしていてください。

.｡.＊ﾟ＊.｡.＊誕生祝・結婚記念祝＊.｡.＊ﾟ＊.｡.

皆さま、おめでとうございます

●結婚記念祝
上野聡一郎(12日)
紅谷弘二(21日)
中村秀夫(24日) 

●誕生祝
原博之(10日)
永嶋輝一郎(13日)
小山清(22日)
渡辺博司(24日)①11月ロータリーレートは1ドル114円。

②地区主催の国際大会参加ツアーの
案内をお配りしました。申し込みは
個人となりますので、ご自身にてご
対応をお願いいたします。

ご挨拶(第5グループガバナー補佐 渡辺博司 様)

おかげさまで第5グループでの
ガバナー公式訪問は上尾RCの
みとなりました。来年のＩ .Mは
我々上尾西RCがホストクラブで
す、みんなで頑張りたいと思い
ます。片桐勇会員が実行委員
長ですので、詳しい内容や役割
分担等をお話いただきます。

I.M実行説明会(第5グループI.M実行委員長 片桐勇 様)

池谷さんとは同じ大学で体操競技をやっていた関係が
あり、今回みんなに元気になってもらえたらとお呼びし
ました。彼は体操を通じて、「サムライロックオーケスト
ラ」というパフォーマンス集団の総合演出や監督をして
おり、当日講演もしますが、アクロバット集団も率いて
生演技が見られますので是非体感してください。

菅沼真弓 会員
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例会 会員数
対象
会員数

出席数
免除者
出席数

出席率

2517回 44人 31人 24人 8/13人 61.54%

フェローシップ委員(11月度)
新井登志彰 原博之 本田幸司

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

Smile Box

福﨑菊夫君 IM実行委員会の皆さん説明会ありがとうござ
います。結婚・誕生祝の皆さん、おめでとうございます。セミ
ナー報告の皆さん、ありがとうございます。
永嶋輝一郎君 めでたさも半ばにしての誕生日。

齋藤一夫君 I.M実行委員長片桐さん、I.Mの説明ごくろう様

です。成功をお祈り致します。

渡辺博司君 誕生祝ありがとう。I.Mみんなでがんばりましょ

う。

日吉千穂重君 結婚・誕生の皆様、お目出度う御座居ます。

セミナー報告の皆様、ご苦労様です。

大貫等君 結婚誕生祝の皆様、おめでとうございます。地区

大会へのご参加、ご苦労様でした。I.Mの成功を祝して。

北西功君 今日、会社創業30年となります。ロータリーと共

に歩んできました。今後ともよろしくお願いします。

片桐勇君 I.Mを成功させるよう皆様のご協力をお願いしま

す。

小山清君 誕生日のお祝いをいただき、ありがとうございま

した。これからも精進して人生を楽しみに生きてまいります。

(所用があり失礼します)

中村次男君 I.Mへの御協力、何卒宜しくお願いいたします。

田邉利幸君・紅谷弘二君・石川重明君・齊藤一雄君・新井登

志彰君・水野正男君・河原畑光一君・中山邦君・原雅之君・

小岩井忠君・本田幸司君・菅沼真弓君・郡司貴江君

（￥43,000 累計￥230,000）

セミナー報告

青少年奉仕部門 小山清 副委員長

本日配布されました「ロータリーの友11
月号」の16ページにインターアクターの
記事があります、初めて耳にする方も
いらっしゃると思うので参考に読んでみ
てください。34ページにもローテックスに
ついても出ています。こちらも青少年の

●本日の献立●

豚ロースステーキ
八宝菜 白飯
イタリアンサラダ
春雨玉子スープ
デザート(りんごコンポート)

奨学金授与
2021学年度 米山奨学生
趙文傑(チョウブンジャ) さん

職業奉仕部門 新井登志彰 委員長

職業奉仕の基本的なこと、一番わかりや
すかったのは「職業として一生懸命働く→
人間形成が成される→信用がつく→顧客
が増える→利益が上がる→それに関わる
人々が豊かになる→顧客が豊かになれば
リピーターが増え、従業員はやりがいをお

第2回クラブ総会 次年度役員選出について(福﨑菊夫 会長)

次年度役員の立候補者がございませんでしたので、緊急
理事会を開いてパスト会会長に選考依頼を出しました。
先日、パスト会長会が開催されたと聞いております。

委員会報告

分野に関係する単語になりますのでお耳に入れていただ
ければと思います。また、セミナーの趣旨・部門セミナー
目的は本年度の活動目標・経過報告、ロータリアンが青
少年奉仕部門活動を伝える事4部門、ローターアクトの活
動をロータリアンに伝える事、ならびにパネルディスカッ
ションを中心として皆様にPRした形になっていました。

ぼえる→発注が増えれば取引先も潤う」最終的には利益

の分配より地域社会も幸せになる。言われてみればご
もっともな話ですが改めて実感した内容でした。

親睦委員会 本田幸司 委員長 来る12月
16日(木)2021年最後の例会となります。場
所は東武バンケットホールで18時から行い
ます。今年最後にふさわしい催し物を用意し
て企画運営をしておりますので、是非とも皆
様のご参加を賜りたく思っております。皆様
がこの場所にお集まりいただける事を願い

まして皆様共にご唱和をお願いします。「エイエイオー！」
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