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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（川田淳也 幹事）

6月に入り残りわずかとなりました。1年間を振り返ると、ガバナー
公式訪問が最初にあり、コロナ禍でありましたがクリスマス例会
も何とかできて皆さんと楽しいひと時を過ごすことができました。
年を明けて蔓延防止が始まり休会続きではありましたが、スポ少
の始球式も出来ましたし、親睦旅行で大船渡にも行けて色々と感
動感銘を受けました。私を支えてくださった会員の皆さん、各委員
会の皆さんに厚く御礼を申し上げたいと思います。

.｡.＊ﾟ＊.｡.＊誕生祝・結婚記念祝＊.｡.＊ﾟ＊.｡.

皆さまおめでとうございます

●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)

尚之(23日)

①6月ロータリーレートは1ドル127円。
②年度計画書の住所・電話番号等、変
更があるかどうか確認した上で、事務局
に報告をお願いします。 ③大船渡旅行
での大船渡小学校に訪問した際の新聞
記事を回覧します。 ④6月22日(水)18：
00～「基 上尾店」にて委員長引き継ぎ会
及び懇親会を福﨑会長主催で行います。
⑤6月29日(水)最終夜間例会があります。

昭和50年6月に
結婚しました。
本田幸司会員が
同年生まれとい
うことで彼は47歳、

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

渡辺博司 会員

第3回クラブフォーラム（1年を振り返ってpart1）

青少年育成・青少年交換委員会 齋藤幸一 委員長 昨年同様、

第46回令和4年度上尾西RC杯春季野球大会を4月に開
催致しました。始球式では福﨑会長と畠山市長によるダ
ブル始球式が行われ、始球式前のキャッチボールから
お互い意識しながら熱のこもった投球姿はとても印象に
残っております。来年こそはコロナが終息しマスク無しで

職業奉仕委員会 新井登志彰 委員長 会員間の

私は結婚して47年が経ちました。
今日はありがとうございました。

社会奉仕委員会 中村次男 委員長 地域社会にとっ
てより多くの喜びと笑顔づくりの一助となるよう、私たち
クラブ全員の気持ちものせた活動を送り届けたいとの
想いで一年間活動してまいりました。活動としては地区
補助金を活用した事業を主軸とし、災害復興支援事業

の一環として姉妹クラブである大船渡 RCと連携し昨年10月に
大船渡小学校にデジタル教科書、大船渡中学校にパーテーショ
ンを寄贈させていただきました。そして5月にはおよそ2年半ぶり
に大船渡の地を訪れ、寄贈先の子どもたちに満面の笑顔で迎
えられた際は限りない喜びに満ち溢れ感動を覚えました。今年
度も行動にこそ制約はありましたが、私たちの想いは制約され
ることなく伝えることが出来たと思います。

応援・観戦出来る大会になることを願っております。又、交換留学生
につきましては今年度もコロナの関係でおりませんでしたので、来年
度以降元の活動に戻れることを願っています。交換留学生の活動
が元に戻った際は是非とも皆様のご協力をお願いしたいと思います。

職業の認識を高める事を目的に会員卓
話をプログラムに盛り込む予定でしたが、
例会数が少なく当初の予定をこなす事が
出来ませんでした。また職奉手帳も年度
内に作成が間に合わず、50周年記念式

典に向けて次年度の職業奉仕委員長に引き継ぐ事
となりました。つきましては、職奉手帳に掲載する会
員の配偶者の写真を新たに集めさせて頂ければと
思います。 国際奉仕委員会 原雅之 委員長

姉妹クラブである、台湾の台北稲江扶
輪社との友好をより深化させる方針の
元、台北稲江扶輪社創立35周年記念
事業への参加を計画しておりましたが、

Zoomにて合同例会の開催に変え、会長並びに国際奉
仕委員長から祝辞を述べさせて頂きました。私は預言
者ではありませんが、以下のメッセージを伝えました。
「世界は混沌としており、いつ何が起こってもおかしくな
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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

2542回 42人 30人 22人 4/12人 64.71%

フェローシップ委員(6月度)
大貫等 山田光彦 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 結婚・誕生祝の皆さん、おめでとうございます。
私の年度も残りわずかですが一年間大変お世話になりまし
た。ありがとうございます。

川田淳也君 結婚・誕生祝いの皆様おめでとうございます。
永嶋輝一郎君 梅雨入りになりました。庭のあじさいが満開
になりました。
齋藤一夫君 結婚・誕生の皆様おめでとうございます。クラ
ブフォーラム発表の委員長さんごくろう様です。

渡辺博司君 結婚祝ありがとう。

大貫等君 各委員長の皆様、お疲れ様でした。結婚・誕生祝

の皆様、おめでとうございます。

小山清君 結婚・誕生祝の皆様、おめでとうございます。福

﨑会長はじめ各委員長1年間ご苦労様でした。先週は張詩

銘君の博士号取得のお祝いを例会でさせていただき、あり

がとうございました。

新井登志彰君 クラブフォーラム発表の委員長、ありがとう

ございました。福﨑会長、川田幹事、残り1ヶ月宜しくお願い

致します。

田邉利幸君・紅谷弘二君・齊藤一雄君・中山邦君・原雅之君

・小岩井忠君・中村次男君・齋藤幸一君・ 尚之君・山﨑康

裕君

（￥21,000 累計￥508,000）

●本日の献立●

ロースカツ
シーザーサラダ
マカロニグラタン
切り干し大根
白飯 豚汁

米山記念奨学会委員会 河原畑光一 委員長

い状況と言えます。お互いに困った時は何時でも、助け合
える環境を構築していくことが、我々を繋げて下さった先輩
方々の意思を引き継ぐことになるのではないかと思うところ
であります。」奇しくもロシアがウクライナに侵攻し、次は台
湾か？とも言われております。有事が起きる前に、起きた
時に、出国し安全な場所へ一時的にでも避難することが出
来る安心感。姉妹クラブである我々の意思表示がより一層
信頼関係を構築できるのではないかと考える次第です。

趙文傑さんを迎えて一年以上が経ちました。
色々と活動に参加していただいて日本語もか
なり上達したと感じます。また、地区の方にも
積極的に参加してもらい、だいぶ日本の生活

や文化などを学習できたのではいでしょうか。寄付金に関
しては未だ達成できておりません(現時点82％)。100％達成
していないと今後、米山生を迎え入れられなくなってしまい
ます。この場を借りて皆様にご協力いただけますようお願
い申し上げます。 ロータリー財団委員会 水野正男 委員長

主に二つの事業に取り組んで参りました。
ひとつはクラブの地区補助金事業として、
大船渡市内の小中学校に総額406,340円の
電子タブレット、透明パテーションを寄贈し
ました。ロータリー財団の地区補助金として
143,000円(US$1300)、クラブから263,340円

が拠出されています。もうひとつの事業として、地区補助
金ロータリー財団奨学生の小河原菜美さんのスポンサー
クラブとなり、例会への招待、オリエンテーションへの参加
で彼女の留学準備等のサポートをしました。現会員の記
憶にある限りでは、上尾西RCが財団奨学生のスポンサー
クラブとなるのは今回が初めてとの事であります。なお、
小河原菜美さんは、この9月よりイギリスのヨーク大学の
応用言語学の英語教育専攻課程に進学予定です。

今年度はコロナ禍で、どのようにRCの認知度を
UPさせられるか？をテーマに活動を行ってきまし
た。10月24日、当クラブからは、福﨑会長、新井
会員、米山奨学生趙文傑さんと中山の4名で東京
駅から有楽町駅まで「End Polio Now」赤いＴシャ

公共イメージ向上・雑誌委員会 中山邦 委員長

ツと着用してトレインジャックPJポリオ根絶ウォークラリーとそ
の後の懇親会にも参加させていただいて米山奨学生の方た
ちと知り合えたのがキッカケで先月の米山梅吉記念館に同
行させていただきました。公共イメージは自分が入りこんで、
良いな。と思わないと知れ渡らないのかなと痛感しております。

特別奉仕P「ロータリーの森」委員会 河原畑光一 委員長

私の年度で蛍を再生させようと始めた事業で、ロータリーの
森プラスアルファで継続していこうと話が出ています。上尾
市の子供たちに蛍を見させるためにスポ少とコラボしてロー
タリーの森に今一度力を入れて動いていきたいと思います。
また、去年に続き7月2日(土)にスポ少の野球チームを呼び
森の整備(草刈り)をして、夜には蛍の成虫を放出して鑑賞
会を開く予定です。ご協力よろしくお願いいたします。


