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

第2回クラブフォーラム 「1年を振り返って」（part2）

少年育成・青少年交換委員会 中山邦 委員長

ご挨拶（第5グループガバナー補佐） 宮澤英修 様

●誕生祝
小岩井忠(7日)
河原畑光一(10日)

●結婚記念祝
渡辺博司(1日)
水野正男(2日)
辻尚之(23日)

●6月 結婚記念祝い花●
紫陽花(あじさい)

.｡.＊ﾟ＊.｡.＊誕生祝・結婚記念祝＊.｡.＊ﾟ＊.｡.

ゴルフにIMにたくさんのご参加をい
ただき、ありがとうございました。上
尾西RCさんは第5グループの中でも
規模も大きく財力もバッチリあるので、
今年出来なかった事は是非、次年度
にバンバンやっていただいて、第5グ
ループを引っ張っていくようなクラブ
に更に発展していただければと思っ
ております。私は7月から普通のロー
タリアンに戻ります(笑)。大変お世話
になりました。また、ささやかでは

ありますが、会長・幹事・会長エレク
トにプレゼントを用意しました。

ご挨拶（第5グループガバナー補佐幹事）
津田ひろみ 様

河原畑会長はじめ、皆様
にはご協力いただき、感
謝申し上げます。私自身
も大変勉強になった1年で
した。どうぞ、今後ともよろ
しくお願いいたします。

皆さま、おめでとうございます

会長の時間（河原畑光一 会長）

ロータリー賞に向けた目標は全てク
リアしました。純増プラスマイナス4
人(現在47名)と目標人数達成。米山

も財団も100％・ベネファクター(10万円)も2名出しており、今日現
在の報告では第5グループは当クラブだけと聞いております。当初
は夜間例会を2ヶ月に1回は行い会員同士のコミュニケーションを
深めようというのが私の指針でしたが、例会も半分程しか開催で
きなかった事が心残りです。正直、不完全燃焼だった1年でしたが、

幹事報告（田邉利幸 幹事）

急遽幹事から会長となり、ほぼ2年間ロータリー
尽くしでした。来年は台湾の周年事業なので会
長で経験したことを活かし、バトンタッチしなが
ら福﨑年度もサポートしてやっていきたいと思
います。1年間ありがとうございました。

2年ぶりに第45回令和3年度上尾西RC杯春季
野球大会を開催致しました。始球式では、スポ
少初の水野直前会長と河原畑会長によるダブ
ル始球式が行われ、双方ともかなり意識しなが
ら投球されていましたのが印象に残っています。
子供たちが一生懸命声を出し、必死に白球を

6月19日(水)は河原畑年度最終
例会(夜間例会)です、例会前に
理事役員会を行います。
幹事報告は今日で最後となりま
す。幹事を務めさせていただいて、
非常に勉強になりました。

次年度は副会長を仰せつかっているので、更に頑
張ってまいります。1年間ありがとうございました。

公共イメージ向上・雑誌委員会 齋藤幸一 委員長

上尾情報誌あぴおのロータリーの窓には10月号・2月
号・6月号(上尾市へ「みどりの基金」寄贈・上尾市より
感謝状を授与・上尾市スポーツ少年団上尾西ロータ
リークラブ杯野球大会)を投稿致しました。上尾市ス
ポーツ少年団上尾西ロータリークラブ杯野球大会が開
催出来たことは嬉しくもあり、あらためて認知度の向上
に繋がったのではないかと思います。委員会としては
思うような活動が出来ず反省と残念な気持ちですが、
1年間ご理解ご協力を頂きありがとうございました。

追う姿を見られ、開催できたことは本当に良かったです。
来年こそは、コロナが終息して、皆がマスクをせずに大
声で応援できる大会になることを願っています。
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Smile Box

河原畑光一君 クラブフォーラム発表の委員長さん一年間
御苦労様です。コロナ禍の中でしたが、皆様ご苦労様でした。
1年間ありがとうございました。
田邉利幸君 1年間ありがとうございました。
福﨑菊夫君 宮澤ガバナー補佐、津田ガナバー補佐幹事
様、1年間会長幹事会に出席させて頂き、御指導を賜りあり
がとうございました。各委員長の皆さん、クラブフォーラムあ
りがとうございます。
永嶋輝一郎君 宮澤G補佐・津田幹事さん、本日はようこそ
おいで頂きました。去るIM成功おめでとうございました。

齋藤一夫君 河原畑年度、例会場にての例会最後です。一

年間会長幹事はじめ役員の皆様ごくろう様でした。

渡辺博司君 結婚祝ありがとう。

日吉千穂重君 結婚・誕生の皆様、お目出度う御座居ます

。宮澤ガバナー補佐・津田ひろみガバナー補佐幹事、ようこ

そ。

大貫等君 河原畑会長・田邉幹事、そして各委員長の皆様

、1年間大変ご苦労様でした。そしてRI会長賞の達成、あっ

ぱれです。河原畑会長に感謝です。

小山清君 結婚・誕生のお祝いの方おめでとう。本年度はコ

ロナ禍の中、会長・幹事様大変ご苦労様でした。これからも

クラブの「力」になってください。

水野正男君 宮澤ガバナー補佐・津田補佐幹事、一年間あ

りがとうございました。

小岩井忠君 誕生祝い、ありがとうございます。

川田淳也君・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・中村次男君・山﨑康裕君・本

田幸司君・髙𣘺𣘺昌弘君

（￥24,000 累計￥499,000）

例会 会員数
対象
会員数

出席数
免除者
出席数

出席率

2501回 47人 33人 26人 7/14人 65%

フェローシップ委員(6月度)
中村次男 関根雅

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
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国際奉仕委員会 齊藤一雄 委員長

ロータリー財団委員会 新井登志彰 委員長

米山記念奨学会委員会 水野正男 委員長

●本日の献立●

ラーメン・キムチ冷奴
冷やし担々麺スープ
ザーサイと胡瓜和え
五目炊き込み御飯

本年度4月より、上尾西RCに趙文傑さんを2021-23年
度米山記念奨学生として迎え、カウンセラーには新井
会員が指名されました。米山寄付額(本日現在)につい
ては、目標額を達成、59.97％の会員より寄付が集
まっています。既に3月中に目標額を達成し、皆様に
は積極的な喜捨をいただき感謝申し上げます。来年
度に向けて、あと19名(会員47名の内)の会員から寄
付をいただけると、より高い寄付者率が達成できます。

職業奉仕委員会 紅谷弘二 委員長

障がい者作品祭りは昨年に続き本年も中
止となりました。ロータリーの森では事業に
絡めて「丸山公園に蛍の灯を」のテーマで
地区補助金を活用した事業を展開しており、
移動例会にて現地にて活動しました。また、

社会職業奉仕委員会 小山清 委員長

本田守会員から提案のありました地域のゴミ対策の提案
に対しても地域とロータリーの連携、広報活動の面からも
今後の活動のヒントにしていけたらと思います。

私は河原畑さんに誘っていただいて会員になったので、河
原畑年度に何かお役に立てればと思いながらも、コロナ禍
でなかなかお力になれず歯痒さと残念な気持ちがありま
すが、今後とも皆さんに可愛がってもらいながら色々な形
で尽力していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

2年連続で当委員長をやらせていただきま
した。今年こそ「世界大会を」と手はかけた
のですが、ことごとく中止となり非常に残念
です。皆さん身体がなまっていて、海外に
出てそろそろ羽ばたきたいのではないで

しょうか。次年度は委員長ではなくサブで皆さんと楽しみ
たいと思いますので、次年度もよろしくお願いいたします。

今年度の財団寄付も目標を達成。改めまし
てお礼を申し上げます。ロータリー財団で運
用された資金は3年後に地区補助金としてク
ラブに還元される仕組みになっており、毎年

クラブの奉仕活動の財源となります。皆さんからいただい
ている寄付は毎回目標達成しているクラブとして満額補
助金を受け取り、全員で積極的に社会奉仕を楽しみたい
ものですね。

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


	スライド番号 1
	スライド番号 2

