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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）

本日は米山記念奨学部門担当諮問、渡邊和良パストガバ
ナーがメイキャップで来て頂きました。私が入会したのは平成
25年(2013年)8月7日で原雅之会員と同日で、その時のガバ
ナーが渡邊さんでした。RCのロの字も分からずガバナー公
式訪問の際、入会して間もない私達に声をかけてくださり、
「自分自身の信条的な物は何か？」と問われ、私は「すべて

①7月22日(月)に第34回インターアク
ト年次大会が南越谷で開催されます。
②7月2日(土)ロータリーの森除草作
業及びホタル鑑賞会を開催します。
③除草作業は9時～15時予定、鑑賞
会は19時～21時となります。

米山記念奨学部門担当諮問
パストガバナー 渡邊和良 様
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

お年賀のタオルは「御年賀」ではなく「感謝」と印刷した物をお渡
しします。又、粗品も「感謝」と書いてあります。私の人生は全て
感謝です。齊藤一雄会員と山崎秀夫元会員に推薦して頂き入
会できました。早いものでもう少しで丸9年になります。RCに入会
させてもらっていなかったら皆さんとお会いできなかったですし、
たくさんのロータリアンとの出会いがあり、自分自身の器の小さ
いところにいっぱい気付きました。ロータリアンの人達は自分の
ことはもちろん一生懸命しながら困っている人達に対しても一生
懸命援助しております。これが人としての本当の生き方と分かっ
ていても中々できるものではないと思います。私の中でもこの一
年会長年度として大きな大きな一ページになり、これからの人生
に多いに役立つこと間違いないと確信しております。

感謝である」と答えました。例えば、お正月に挨拶回りする際、お客様には

ご挨拶

浦和北RCに所属しており、2013-2014度に地区のガバナーをさせていただきました。その時に福﨑さん
とお話をしまして、この方は将来クラブで活躍されるのだろうと印象がありました。会長になられて早く
訪問したかったのですが、コロナ禍であるので待っていたところ例会数が残り2・3回となってしまったの
でメークアップさせていただきました。本日は11時半に会場入りしたのですが既に会員さんがいらして
おり、色々なクラブを見ておりますが非常に活発に活動しているクラブだという印象を受けました。今年、
私は米山記念奨学部門担当諮問委員をしておりまして、趙文傑さんとは何度か会っており、リーダー
シップをとってもらっていて頼もしい方だと思っています。本日は文ちゃんの卓話もあるので楽しみです。

④今年度のIMは中止となってしまったのでIM登録料は次
年度に引き継がせていただきます。 ⑤7月16日(土)に
2022-23年度、3部門1委員会(DEI推進委員会)合同セミ
ナーが開催されます。 ⑥今回の会報ですが、6月結婚
記念祝のお名前が間違って掲載してしまいました。HP上
では修正しております、大変申し訳ございませんでした。

米山記念奨学部門担当諮問 パストガバナー 渡邊和良 様

第5グループガバナー補佐 渡辺博司 様 私も会長と同じで心
はルンルン♪もうすぐ終わりです。とはいえ、中村次男補佐幹
事が全部やってくれたのですけどね。今日は上尾西RCに1年間
のお礼を言いに参りました。自分のクラブにお礼というのも変な
ので、「帰ってきました」という事にします。(笑) 今年も昨年同様、
コロナ禍のRC活動だったので色々と苦労されたと思います。そ
して第5グループの行事ですが、特に親睦チャリティーゴルフ大
会では上尾西RCの皆さんは積極的に参加してご協力をいただ
き大変活躍していただきました。もう1つイベントが残っています。
6月23日(木)19時から北本RC創立45周年、桶川イブニングRC
創立25周年記念の創立合同記念講演会(YouTubeで1回のみの
配信)がありますのでご視聴いただければと思います。
今年は本当に1年間ありがとうございました。

第5グループガバナー補佐幹事 中村次男 様 上尾西
RCの皆様方には覚束ない私に対し多大なるご指導ご鞭
撻をいただきまして何とか1年務め上げることができまし
た。右も左も分からない中でスタートしましたが、このグル

ープで活動させていただく中で今ま
で皆さん方が第5グループで築き上
げた縁や絆を感じながらやらせて
いただいたのは私自身の強い後ろ
盾となっておりまして、それがあっ
たからこそできたものだと思ってお
ります。また、他クラブを訪問させて
いただいて、それぞれクラブの良い
ところを客観的に見ることができ非
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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

2543回 42人 30人 24人 6/12人 66.67%

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

Smile Box

渡邊知良様 本日は宜敷くお願い申し上げます。
渡辺博司様 1年間大変お世話になりました。
中村次男様 皆さまのお陰をもちまして、一年間務め上げ
ることが出来ました。ありがとうございました。

福﨑菊夫君 渡邊パストガバナー本日はお忙しい中、当ク
ラブに来て頂きましてありがとうございます。初の入会の
年のガバナーであり、いろいろお声をかけて頂きありがと
うございます。文ちゃん卓話ありがとうございます。
川田淳也君 本日は、渡邊知良パストガバナーお越し頂
きありがとうございます。
齋藤一夫君 渡邊パストガバナーお久しぶりです。渡辺ガ
バナー補佐、一年間ごくろう様でした。

日吉千穂重君 渡邊パストガバナーようこそ。渡辺ガバナ

ー補佐、中村補佐幹事、ごくろうさまでした。

大貫等君 渡邊パストガバナーお忙しい中有難うございま

す。感激しています。渡辺G補佐、中村補佐幹事、一年間

ご苦労様でした。文ちゃん、卓話良かったよ。

片桐勇君 渡邊パストガバナーようこそ。腰痛持ちにはこ

の時季はこたえます。

小山清君 渡辺博司ガバナー補佐、中村次男補佐幹事、

1年間お世話になりました。渡邊知良米山諮問ようこそ。

趙文傑さん、当クラブにい活力を与えてくれてありがとう。

これからもよろしくお願いします。

水野正男君 米山奨学生の趙文傑さん、宮古島の四方山

話を有難うございました。渡邊パスト上尾西を訪問いただ

き、有難うございました。

田邉利幸君・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・齋藤幸一君・

尚之君・山﨑康裕君・郡司貴江君

（￥28,000 累計￥536,000）

●本日の献立●

十五穀米御飯
ざるそば 温玉 とろろ
豚舌もやし搾菜和え

ご挨拶(RYLA委員会 田邉利幸 委員長)

本年度RYLA研修に趙文傑さんを推薦、派遣い
ただきましてありがとうございます。本年度の
RYLA研修ですが、約3年ぶりに開催させていた
だきました。コロナ禍ということもあり、研修生
の応募が非常に厳しい状態でありましたが、各

本日の卓話「ライラ研修に参加して」 趙文傑 さん

5月21日～23日の3日間、国際ロータ
リー第2770地区ライラ研修で沖縄県
宮古島へ行きました。今回の研修
テーマは「環境について」でした。 3月

クラブ様になんとかお願いして27名の研修生に集まっても
らいました。テーマは「環境」研修地は宮古島にて行い、委
員会といたしましては、「より深くより楽しく」をモットーに企
画運営を行いました。6月11日(土)に4回にわたる研修過程
を終了させていただきました。次年度も、当クラブより中村
次男会員が、RYLA委員として出向しております。次年度に
おかれましても研修生の推薦、また、ロータリアンの参加も
歓迎しておりますので、ご検討いただければと思います。

27日と4月17日に2回にわたり、「ロータリーについて・ロータ
リーの青少年奉仕活動について」講演を受けました。 2回
目から研修生の私たちがグループを分けて「地球を守る～
地球温暖化・海洋プラスチック問題」と「海のない県で海を
学び、考える」というテーマの講演を受け、グループ討議を
しました。海のない地で生まれた私は海を学び考えることが
今まで1回もなかったので、海に囲まれた日本の素晴らしさ
と厳しさに気付かされました。内陸で育ったので雨による恩
恵と災害には認識がありましたが、島については未知の世
界で、身近なところに不思議なことはたくさんあり、それによ
りワクワクさせられた3日間でした。また、先週、第4回の研
修会が開かれ、グループ毎に発表をしました。この研修を
通して、2つのことを考えさせられました。 1つ目は、日頃か
ら自分の周りの環境について些細なことでも常に保護して
いく気持ちを持たなければ綺麗な景色が見られないこと

いると思います。この素晴らしい景色をもっと多くの人、将来自
分の子供に見せたいです。しかし、サンゴの白化現象や海岸に
捨てられているペットボトルなどのごみは実際にたくさんあり、と
ても残念です。こんなに綺麗なところでどうしてゴミを捨てるのか、
旅行で島を訪れる皆が反省しなければいけないことだと思い

ました。2つ目は、人と人の繋がりの大切さです。飛行機で宮古島の
空港に着いたとき、宮古島 RC の会員たちは大きな横断幕を持って、
とても暖かい笑顔で迎えてくれました。 今回参加したのはほぼ日本
人で、私を含め5人の留学生を仲間に入れていただき、国や地方の
違いを超えたコミュニケーションを実感しました。同じアジアにもまだ
まだ広がりを待っている人たちがたくさんいると思うと、胸が高まりま
す。これからもこのような行動を広げていける自分に気づかせてくれ
る旅でした。このような貴重な体験をさせていただき、青少年部門、
上尾西 RC の皆さんに感謝しています。ありがとうございました。

です。宮古島の海は色も綺麗で透明度も高く、言葉で表現できな
い程の感動でした、私のように海を見たことのない人はたくさん

常に勉強になりました。来年度はまたクラブに戻り1から
頑張っていきますので引き続きよろしくお願いします。


