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From Governor （細淵雅邦）／行動しよう！世界ポリオデー
（工藤篤志） ／米山月間に寄せて （島村健・新井登志彰・若盛圭恵）

2022学部年度米山記念奨学生／地区大会実行委員長（桶本毅）
ガバナー公式訪問（幸手RC ／越谷南RC ／上尾北RC ／浦和北東RC ／鴻巣水曜RC ／大宮北東RC ／川口南RC ／八潮みらいRC ／川口モーニングRC ／
大宮北RC ／越谷北RC ／北本RC ／久喜RC ／さいたま新都心RC ／越谷RC ／浦和ダイヤモンドRC ／浦和東RC ／八潮RC）　その他

ポリオ（小児マヒ）
撲滅まであと少し

世界ポリオデー10.24
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みなさん、こんにちは。

一年は早いもので、既に 10月です。この原稿
を書いている時点で公式訪問は 40のクラブにお
伺いいたしました。74 のクラブがていねいに製
作されている年度計画書を読み込み勉強する毎日
が続いています。その中で多くのクラブが年度計
画書の時点で、ロータリークラブ＝ワンイヤー（担
当年度）ルールから、会長のテーマはそれぞれあ
りますが、「継続するクラブ運営」に替わりつつ
ある点です。これは各クラブ共に、“ビジョン”
をつくり、戦略（行動）計画を真摯に進めている
ことからであろうと思います。

さて、10 月は７つの重点分野でもある地域社
会の経済発展月間です。ロータリー特別月間と
はクラブだけでなく、ロータリアン一人ひとり
が、ロータリーの活動に参加するよう強調するた
め、国際ロータリー（ＲＩ）理事会が指定した月
間のことです。雇用されているにもかかわらず 1
日にわずか 1ドル 90 セント（約 220 円）で暮
らしている人の数は、世界で約8億人。ロータリー
は、貧困問題に持続可能な解決策をもたらすため
に活動しています。ロータリー会員とロータリー
財団は、自立に役立つスキルの指導、家計を支え
るための就職支援等を通じて、人びとと地域社会
の自立を促しており、地域社会とそこに住む人び
とが経済的、社会的に自立できる道をひらいてい
ます。
具体的な例として、１）貧困の連鎖を断ち切る
ための女性への支援、２）スキル開発と経営の研
修の実施、３）持続可能な農業の指導、を行って
います。日本に住み生活をしているとピンとこな

いことがたくさんあります。しかし、世界で幅広
く活動するロータリーだからこそ、実現可能なこ
とであろうと思います。

そして、今月は米山月間です。各国から来日さ
れている方が母国と日本の架け橋になって国際社
会で活躍する、将来に向けての奨学制度です。彼、
彼女たちとロータリー会員が信頼関係を築き、お
互いが世界平和を願う心のつながりが大切ではな
いかと思います。新型コロナ感染症が続くなか、
奨学生の皆さんと公式訪問や地区行事でお会いし
た際にはお互いに「ハイタッチ」と「笑顔」で挨
拶しています。まずは、ガバナーとして、暖かく
奨学生を迎え奨学生を大切にしていきたいと思い
ます。

最後に、10 月 24 日は世界ポリオデーです。
今年度、地域コーディネーターは相互親密に連携
して、「POLIO-DAY」行事への参加・実践を起
爆剤として、日本のロータリーの一層の活性化を
はかることを目的に世界ポリオデーにちなんで、
日本各地の地区及びクラブに「日本 POLIO-
DAY」の催しを、10 月 24 日またはご都合のつ
く日に、全員参加を目指して開催していただくこ
とを提唱しております。2770 地区では各グルー
プでの合同奉仕、そして、クラブ毎のエンドポリ
オ活動を予定しております。

今月もロータリーの活性化に向け、皆さんと共
にベストをつくし、赤い駿馬のごとく、爽やかに
颯爽と、充実したロータリーライフで楽しみ、輝
く、魅力ある「クラブづくり」を目指していきた
いと思います。

From Governor

国際ロータリー第 2770 地区　ガバナー
細淵　雅邦

（浦和 RC）



ＧＯＶＥＲＮＯＲ　ＧＥＳＳＩＮ №４

2

活動やイベントを開催する
•	 世界ポリオデーにあわせ、クラブ
会員、友人、家族と一緒に、地元で
のイベントを開催しましょう。地元
メディアや自治体の関係者、地元
のリーダーを招き、ロータリーにつ
いて知ってもらう機会となります。	
イベントや募金のアイデアは次の
ページをご覧ください。
•	 ロータリーのポリオ根絶活動（ポ
リオプラス）への募金を行いましょ
う。ポリオプラス基金への寄付に
は、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団か
ら2倍額が上乗せされます。	
•	 ロータリーの世界的コミュニティ
と一体となって活動していることを
示すために、ポリオ根絶活動への	
クラブの参加をこのフォームでお知
らせください。

書く
•	 世界ポリオデーについて、またクラ
ブでのポリオ根絶活動についてプ
レスリリースや手紙を書き、地元の
新聞やその他のメディアに送りまし
ょう。世界ポリオデーにちなむイベ
ントについて、地元通信物のイベン
トカレンダー用に情報を提供するこ
ともできます。
•	地元メディアの投稿や社説担当の
記者に、ポリオ根絶の重要性につ
いて書いた記事を送りましょう。
•	ポリオ根絶活動への支援を呼び
かける書簡を地元議員に送りまし	
ょう。

メッセージを拡散する
•	世界ポリオデーツールキットにあ
る投稿例を参考にして、SNSで情
報を発信しましょう。
•	投稿する際には、ハッシュタグ	
「#EndPolio」または「#世界ポリ
オデー」をお使いください。
•	フェイスブックやツイッター
で@EndPolioNowをフォロー
し、endpolio.org/jaの世界ポリオ
デーのページから最新情報を入手
しましょう。
•	 endpolio.org/jaのリソースセン
ターから、動画や推進用資料をダ
ウンロードしてご利用ください。

•	ロータリーのブランドリソースセン
ター から「世界を変える行動人」
のソーシャルメディア用投稿を作成
し、クラブのポリオ根絶イベントの
推進に利用しましょう。

見る
•	 ロータリーのソーシャルメディアペ
ージとendpolio.org/jaから世界
ポリオデーの新しいコンテンツを
ご覧ください。動画をクラブ内外と
共有しましょう。
•	 10月13日までにポリオ根絶活動へ
の参加をフォームで記録したクラ
ブは、ダウンロード可能なオンライ
ン配信プログラムに早めにアクセ
スできます。	

#EndPolio	|	endpolio.org/ja
世界ポリオデー
行動しよう

第2770地区 2022年 10月 23日第 2770地区 2022年 10月 23日

ポリオはどのような病気か？
・急性灰白髄炎（きゅうせいかいはくずいえん）
・ウイルス感染により発症する
・治癒はできない
・ワクチンでの予防が可能
・糞口感染が主な感染経路
・不顕性感染の割合が高い（症状が出ない）
・ウイルスが神経組織に入ってマヒを引き起こし、死に至ることもある
　（感染して、身体マヒを引き起こす割合は、200 人に 1人程度）
・5歳以下の子どもの感染確率が高く、「小児マヒ」とも呼ばれている

ポリオプラス・プログラムとは？
・�国連の 40周年（国際ロータリー創立 80周年）にあたる 1985 年に国際
ロータリーは 1億 2000 万ドル（120 億円）を集めるという声明を出し、
ポリオプラス・プログラムを設ける。
・�ポリオと共に、ハシカ（麻疹）、ジフテリア、結核、百日咳、破傷風の 5
つをプラスして、�同時に撲滅することを目的にした。
・�その後、ポリオの根絶を遂行するするのに必要な、機材・機関などをプ
ラスと呼び、現在では世界的なポリオ根絶活動がもたらした遺産や多く
の研究結果による功績のことを指します。
・�1995 年に、ポリオプラスの目標を 2000 年までにポリオを一掃し、ロー
タリー 100 周年にあたる 2005 年までにポリオ撲滅を証明することを決
めました。残念ながら、これは 2026 年までという目標に変更されました。

資料提供：RI 第 2地域ポリオ根絶コーディネーター（EPNC) 第 2600 地区　伊藤雅基（駒ヶ根RC）

10 月 24 日は、世界ポリオデーです。しかし、当日はウィークデーにあた
るので、当地区では 10月 23 日をポリオデーとしております。本年度は、各
クラブないしグループごとに取り組んでいただく方針となっており、既にポリ
オ根絶に向けた活動をしていただいております。対外的にロータリー活動の一
環として知っていただくための「街頭募金」や各種体験学習に併設してポリオ
の知識・歴史を知ってもらうための「ポスター・パネルの展示」といった活動
の報告が地区委員会に寄せられております。また、ロータリアンに現状を知っ
ていただくための「卓話」依頼も委員会にいただいております。
当委員会では、街頭募金にご利用いただける「募金箱」「パネル」「のぼり」

の貸し出しを行っておりますので、お気軽にお申し付けください。また、RI
においても、広報ツールを提供しており、最新のポスターやパンフレットもご
活用ください。
クラブ・グループ・ロータリアン各自で工夫されたポリオ根絶活動をなさり、

世界が一つになることをご祈念申し上げます。

ポリオ・プラス委員会　
委員長　工藤　篤志
（川口モーニング RC）
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日頃より米山記念奨学事業に多くのご賛同、協
力を頂き厚く御礼を申し上げます。
さて、毎年 10月と３月は米山月間ということ
で地区米山記念奨学部門では米山記念奨学事業を
理解して頂き、またより多くの寄付の増進を図る
ために様々な情報を発信しております。中でも重
要な活動の一つとしまして、奨学生達が地区内の
各クラブより依頼を受け、例会に参加し卓話を披
露しております。これは奨学生にとって世話クラ

ブのみならず他クラブの皆様と交流出来る機会と
してこれ以上ない機会となります。また、各クラ
ブ会員の皆様におかれましても米山記念奨学事業
をより深く知って頂く事、具体的には皆様のご寄
付により当地区で学ぶ奨学生の故郷の話や家族の
話、どんな夢を以って来日しどんな目標に向かっ
て日々学んでいるのかを知る事が出来ます。是非、
奨学生を例会に呼んで頂き寄付の増進にお役立て
頂ければと思います。宜しくお願い致します。

米山記念奨学増進委員長
新井　登志彰

（上尾西 RC）

皆様には、日頃より米山記念奨学事業に深いご
理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。お
かげさまで、前年度 34地区のなかで、一人当た
りの平均寄付額が３位にランキングされました。
寄付額が多いという事は、多くの奨学生を受け入
れられることにつながります。１人でも多くの奨
学生を受入れ、一つでも多くの世話クラブ、カウ
ンセラーをお願いできることになります。そうす
ることにより、更に多くの皆様に感動を与え、こ
の事業の素晴らしさを体感していただけると確

信しています。10 月は米山月間で、皆様のクラ
ブに奨学生とともに卓話訪問させていただきます。
奨学生の卓話に耳を傾けて頂き、米山委員の説明
をご理解いただきたいと思います。皆様の貴重な
寄付により、この事業は継続されています。奨学
生との交流を通じて、心と心のつながりを感じ
取っていただけるよう努力したいと思っています。
今後とも、ご理解ご協力をよろしくお願いいたし
ます。

米山記念奨学部門委員長
　島村　健

（上尾 RC）

米山月間に寄せて
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【2022 学部年度 米山記念奨学生】【2022 学部年度 米山記念奨学生】

いつも米山記念奨学部門の活動に多大なるご理
解とご支援・ご寄付をありがとうございます。米
山記念奨学学友選考委員会では、奨学生の選考と
世話クラブの選考、また学友とのつながりを担っ
ております。毎年、奨学生の人数は、各地区の寄
付実績で、奨学会から割当てられます。当地区は
多大なる寄付をしてくださっているロータリアン
が多く、今年 4月に 27名の新規奨学生が仲間入
りし、39 名の留学生が当地区の奨学生となって
います。
世話クラブの選考については、毎年２倍の世話
クラブへの申し込みがあります。なるべく多くの
クラブに世話クラブになっていただきたく、各ク
ラブの「個人平均寄付額」を重視し、また公平性
が保てるように、前年度に奨学生が来ていないク
ラブを有利にした、偏差値を用いて工夫していま
す。たくさん寄付しているのに奨学生が来ない時
は、1、2年世話クラブをお休みすると、また優
秀な奨学生との出会いがありますので、毎年の引
き続きの寄付をよろしくお願いいたします。

学友の活動は、昨年度から学友会が主催となり
第１Gから第 12Gまで奉仕活動の一環としてそ
のグループのエリアをきれいにしよう！というこ
とで、学友と現役の奨学生と委員が参加し、ゴミ
拾いを行っています。第４Gまで行ったところ
です。毎回、そのグループの方々にご協力をいた
だき、感謝しております。この先、みなさんのグ
ループにゴミ拾いに伺うかもしれません。その時
はぜひ温かく迎えていただければと思います。
ロータリアンにとって奨学生との出会いは、た
くさんの学びがあり、世界が広がります。また学
生にとっても、世話クラブのみなさんのお陰で人
生においてかけがえのない貴重な経験ができ、感
謝と共に大きく成長します。みなさんのお力でそ
んな奨学生との出会いを増やしていただければと
思います。それが、今失いつつある、世界平和へ
つながると信じています。この制度はロータリア
ンにとっての醍醐味の一つでもあります。ぜひ皆
様からご寄付・奨学生への温かいご支援を引き続
きどうぞよろしくお願いいたします。

米山記念奨学学友選考委員会
若盛　圭恵

（松伏 RC）

チョウ　クン チョモリグ
中国出身　浦和東 RC　埼玉大学　博士 3 年
①専攻は開発経済学です。今、発展途上

国の投資と貿易を研究しています。
②将来、研究者になりたいです。発展途

上国の諸経済問題を考察続きます。

中国出身　浦和中 RC　埼玉大学　博士 3 年
①葉緑体局在性 NAD キナーゼによる

NAD(P)(H) バランス制御機構の解明
②日本での活動を継続して、将来は研究

者になりたい。

サイラ　ハクタイ チョウ　ブンジャ
中国出身　大宮南 RC　埼玉大学　学部 4 年
①卒論研究を取り組んででいます。研究

は FF 金利が仮想通貨に与える影響に
ついて展開します。

②自分が学んだ専門知識を活かして、本
当の「経世済民」の道に辿り着きたい
です。

中国出身　上尾西 RC　埼玉大学　学部 4 年
①学部の卒業論文を取り込んでいると同

時に大学院の受験勉強に日々励んでい
ます。

②中国と日本で勤務できるような仕事に
就き、学んだ知識を生かして社会に貢
献できる人間になりたいです。

① 専攻、現在の研究テーマ、活動内容など　① 専攻、現在の研究テーマ、活動内容など　
② 将来の夢、やりたいこと、活動の拠点② 将来の夢、やりたいこと、活動の拠点
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マ　フェイフェイ チン　タク
中国出身　浦和南 RC　埼玉大学　博士 2 年
①文化人類学を専攻しており、秩父市で

祭や農村歌舞伎の調査を行っています。
②大学教員を目指しています。自分の研

究を生かして、国際文化交流に力を尽
くしたいです。

中国出身　浦和北東 RC　埼玉大学　修士 2 年　
① Web システムの新しい攻撃である

Cross-site-leaks などに関する研究を
行っています。

②日本の IT 業界でシステムエンジニアと
してグローバルな仕事に携わりたいで
す。

ソ　ソンガン チン　シュンエイ
韓国出身　大宮 RC　埼玉大学博士　2 年
①現代の信用貨幣の発行主体としての中

央銀行を研究しています。
②博士号を取得した後、日本で研究者と

して研究を続けたいです。

中国出身　大宮中央 RC　埼玉大学博士　2 年
①公園等緑地における景観評価及び環境

管理に関する研究
②日本の大学におけるまちづくりに関す

る研究者

グ　ヒョンジョン チー　スリン
韓国出身　さいたま欅 RC　埼玉大学　学部 4 年
①多民族国家を研究中。国際交流協会の

インターンで市民と交流。
②アジアを拠点に国連での活動や事業を

展開して交流を図りたい。

中国　大宮北東 RC　埼玉大学博士　2 年
①無線センサーにおけるブラインド等化

のための非線形適応フィルタ
②無線通信に関する仕事を将来もやり続

けたいです。

チン　ササ ハン　セッシン
中国出身　鴻巣 RC　埼玉大学　博士 2 年
①日本語教育や日本語学に関する研究を

進めています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②日本語教育に関連する仕事に携わりた

いと思っています。

中国出身　越谷 RC　埼玉大学　修士 2 年
①経済経営専攻で IT 技術に基づく知識共

有について研究しています。
②日中の架け橋として中国のコンサル

ティング業界で活躍したいです。

テイ　キンゲン チン ヒョウヒョウ
中国出身　三郷 RC　埼玉大学修士 2 年
①企業における IT 投資が TFP の上昇へ

のメカニズムを研究している。
②日本で働き、日中の友好関係に貢献で

きる人材になりたい。

中国出身　川口 RC　埼玉大学　修士 2 年
①国際日本アジア専攻。研究テーマは日

本語の終助詞「ネ」に関する言語現象
についての研究です。

②人々の生活を根底から支えられる IT の
仕事をしたいと考えています。

シュウ　キョクトウ エン　コーウ
中国出身　川口 / 鳩ケ谷武南 RC　埼玉大学修士 2 年
①今は研究調査を行い、論文を書き始め

るところです。大宮南ロータアクトと
一緒に活動をする予定もある。　

②卒業後、中国に帰ることに決めました。
弁護士を目指して母国で頑張りたいと思
います。

中国出身　川口南 RC　埼玉大学　博士 2 年
①埼玉大学でシアノバクテリアに関する

研究。
②母国に帰って、地元の大学の先生にな

りたい。

リュウ　ケイ ジョ　カイ
中国出身　川口シティ鳩ケ谷 RC　
埼玉大学修士 2 年
①低品質石炭の化学抽出について研究し

ています。
②世界で国際環境保護事業を自分の力を

捧げたいです。

中国出身　蕨 RC　埼玉大学　修士 2 年
①「カーボンナノチューブ」および「カー

ボンファイバー」という炭素材につい
て研究しています。

②将来日本の企業で新しい材料を研究開
発の仕事を着きたいと思います。
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フン　ジャカ チン　イアン
中国出身　川口北 RC　埼玉大学　学部 4 年
①サプライチェーン・マネジメントにつ

いて研究しています。
②日本で就職し、国際的な物流網の構築

に力を尽くします。

台湾出身　春日部西 RC　共栄大学　学部 4 年
①学校のローターアクトクラブ活動に参

加します。
②活動の拠点として台湾に移り、毎年１

回は日本で観光すること。

シ　ウキ コ　ケイバイ
中国出身　越谷南 RC　共栄大学　学部 4 年
①現在セミに中心して、経営戦略論専攻

している。
②夢は日本で自分の店を作る

中国出身　八潮 RC　共栄大学　学部 4 年
①就職活動と簿記 2 級資格の取得ため勉

強しています。
②日本での就職を元にして、中国でも活

かせるような仕事したいです。

ト　キン ラナバット アムリット
中国出身　吉川 RC　共栄大学　学部 4 年
①専攻は国際経営学です。研究テーマは
「日本アパレル中小企業が中国進出す
るための研究」です。

② MBA を学び、日本で就職してコンサ
ルタントになりたいと思います。

ネパール出身　春日部 RC　共栄大学　学部 4 年
①研究テーマ - リーダーシップの行動。
②日本で就職し、ネパールで経営者にな

りたい。

マック ティ スアン グエン トゥイ リン
ベトナム出身　幸手 RC　共栄大学　学部 3 年
①専門ゼミナールでまちづくりという

テーマを研究しています。
②大学卒業後に日本で観光に関する仕事

に就きたいです。

ベトナム出身　松伏 RC　共栄大学　学部 3 年
①飲食店でのアルバイトをしながら大学

に通っています。
②日本で就職して経験を積もってからベ

トナムに帰ります。夢は自分のレスト
ランを開くことです。

グェン　ティ　ガン　 レ　ティ　フン
ベトナム出身　大宮西 RC　聖学院大学　学部 4 年
①日本で働きたいので、就職活動を行

なっています。
②日本とベトナムの架け橋になりたいで

す。将来、ベトナム料理店を立ち上げ
たいです。

ベトナム出身　岩槻東 RC　聖学院大学　学部 4 年
①今就職活動をやっています。就活はや

るべき事も本当に多いので、とても大
変です。

②卒業後、東京か埼玉県で好きな仕事を
して、学友会に入って、皆んなと色々
な活動に参加したいです。

ヴォ ダン フェン チャン ニン　グン
ベトナム出身　浦和 RC　聖学院大学　学部 4 年
①就職活動がやっております。全力で頑

張ります。　
②多く人の生活を支えている仕事ができ

る業界で働きたいと考えます。

中国出身　大宮東 RC　聖学院大学　学部 3 年
①言語学 ( 生成文法 ) 副専攻 : 日本語教

育文化交流 : 日本語多読クラブ、日本
語学校での実習

②日本語教育に関わる仕事、あるいは、
日本語と中国語の比較研究。語学研究
活動の拠点 : 日本、中国

ユーン ゴック ユイ ウイン アン　テンセンセン
ベトナム出身　川口西 RC　聖学院大学　学部 3 年
①研究テーマ：組織行動論
②日本でベトナムのデザートレストラン

を経営したいです。

中国出身　さいたま新都心 RC　
芝浦工業大学　修士 1 年
①気候変動に関する雨水浸透施設を研究

しています。
②自分の住む街の建設や発展に役立てた

いと考えています。
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ゴ　ウセイ チュウ　ボニョン
中国出身　大宮シティ RC　
芝浦工業大学　修士 1 年
①代謝型グルタミン酸受容体を介した

MK-4 による神経分化機構の検討。
②日本の医薬品会社で生産管理の仕事を

やりたい。

中国出身　久喜 RC　芝浦工業大学　学部 4 年
①アルツハイマーモデルマウスにおける

ミトコンドリア融合関連タンパク質に
ついて研究しております。

②日本の薬品会社に入社し、様々な疾患
の薬について開発したいと考えており
ます。

チョウ　セイ チョーラク チィグデム
中国出身　越谷東 RC　獨協大学　学部 4 年
①来年新社会人という身分のために準備

を進めております。
②いつか集英社に入り、人に共感させる

作品を世界に届けたいです。

トルコ出身　川口モーニング RC　
獨協大学　学部 4 年
①発展途上国などの課題などについてゼ

ミで学習しています。
②トルコと日本をつなげられるような仕

事につきたいと思っています。

オウ　ガクホウ ソウ　カケイ
中国出身　越谷北 RC　文教大学　修士 2 年
①研究テーマは不登校についての問題で

す。文教大学ロータアクトの今年度の
会長になっております。

②大学の先生になるため、頑張っていま
す。

台湾出身　川口東 RC　文教大学　学部 3 年
①今大学のゼミナールで人材開発・異文

化マネジメントを研究しています。
②将来やりたいことは自分のカフェを開

きたいです。

ソウ　セイウ
台湾出身　上尾 RC　日本薬科大学　博士 2 年
①一般市民の漢方薬の経験と認知を調査

しています。　
②将来は日本で働き、もっと日本の文化

を体験したいです。

　第３回米山学友による世界大会「再会 in 関東」がいよ
いよ 2023 年８月に開催されます。この大会は２年に１回、
米山学友会の主催で行われるもので、今回も世界の米山学
友が集い、ロータリアンとの絆を深める企画が盛りだくさ
ん！来年８月に向けて、日本国内の各学友会による「チャ
リティー奉仕リレー」も始まります。ロータリアンを対象
とする募集企画もありますので、ぜひ参加をご検討ください。

　　【日　程】
　8月 5日（土）
　　10：00～�ポスター発表
　　　　　　　　　　（学友会活動・ビジネス紹介）�
　　14：30～ 17：30　本大会（百人合唱祭など）
　　18：30～ 21：30　晩餐会

8月６日（日）
　　9：00～ 18：00　奉仕活動＆文化体験

開催まで 1 年開催まで 1 年
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　ガバナー公式訪問　ガバナー公式訪問

　８月３日（水）細淵雅邦ガバナ－、小林達郎ガバナ－補佐、
塩川和彦地区副幹事をお迎えして公式訪問が行われ、ハイ
ブリッド方式にて実施いたしました。COVID-19 の感染
が拡大していて、当クラブ内でも数名の感染者・濃厚接触
者がでている中、多くの会員に参加頂き無事に終了する事
が出来ました。
　細淵ガバナ－には、昼食を交えての懇談会、例会の中で
の卓話、その後のクラブ協議会と、長時間にも関わらず、
終始真剣かつ熱い言葉でお話を頂けました。その中でも『公
式訪問が終わってホッとするのではなく、今日からスタ－

トという意気込みで活動して欲しい』・『来年度梨本ガバナ
－を輩出するという事で、地区内すべてのクラブから注目
されている』・『ガバナ－輩出を、魅力あるクラブへのステッ
プに換えなければならない』という言葉に、身の引き締ま
る思いを感じました。この指導を胸に、今後も会員一同頑
張っていく所存です。
　最後に細淵ガバナ－、小林ガバナ－補佐、塩川地区副幹
事、皆様の益々のご活躍・ご健勝をご祈念申し上げ、報告
とさせて頂きます。

　2022 年８月４日　2022-2023 年度　第 2770 地区細
淵雅邦ガバナー公式訪問が行われました。ご自身の日本オ
リンピック委員会国際専門部会委員、国際ボート連盟理事
の経験から本年度RI 会長ジェニファージョーンズさんの
掲げるイマジンロータリーその未来、調和、DEI につい
てパワーポイントにて詳細なご説明を頂きました。また、
本年 11月５日に行われる予定の第８G合同事業の成功は

これを体現するものと考え、全ての会員と他４クラブの皆
様と共に協力して臨みたいと考えます。そして、ガバナー
の役割、ガバナー公式訪問の意味について、清田年度（会
員増強）の成功のためには、今日この日からスタートする
気持ちで臨んで欲しいと激励もいただきました。今日の経
験を生かして、各委員会は清田会長の元、団結して各事業
に臨みます。

幸手 RC
会長　関 裕
幹事　谷野 友昭
例会曜日・時間：　水曜・12：30－ 13：30
例会場：　埼玉りそな銀行�幸手支店 3F

越谷南 RC
会長　清田 巳喜男
幹事　和田 浩
例会曜日・時間：　木曜・12：30－ 13：30
例会場：　越谷コミュニティセンター

gallery
副幹事取材

gallery
副幹事取材

＜事務局＞

＜例会＞

＜懇談会＞

＜会長挨拶＞ ＜事務局＞

＜例会プログラム＞＜例会＞

＜クラブ協議会＞

＜食事＞

＜食事＞



№４ ＧＯＶＥＲＮＯＲ　ＧＥＳＳＩＮ

9

　８月５日（金）細淵雅邦ガバナー、那須敬明ガバナー補
佐、榎本学ガバナー補佐幹事、森谷行雄地区副幹事をお迎
えして、公式訪問例会を開催させていただきました。懇談
会では松村会長より、外部卓話、会員全員卓話と継続事業
花いっぱい運動、書き損じハガキ回収でラオスに絵本を送
る運動、バスケット上尾北RC杯の実施について話し、増
員問題では意見交換をしました。最後に本日をきっかけに
今年どのようにしていくのかの良い日にしてほしいとご指
導を受け、穏やかに終了することができました。例会では

細淵ガバナーによるロータリー活動方針及び地区運営方
針・RI の考え中間的価値観について詳しく卓話をしてい
ただきました。クラブ協議会では、各部門委員長より発表、
熱意ある総評、ご指導を頂き時間通り終わることができま
した。最後に全員で写真撮影にて細淵ガバナー公式訪問が
終了しました。
　公式訪問大変お疲れ様でした。会員一同心より感謝申し
上げます。

　８月９日（火）、細淵�雅邦ガバナー、斎藤第２グループ
ガバナー補佐、里中地区副幹事をお迎えして、公式訪問を
開催致しました。
　ガバナーとの懇談会では、同じ目線で情報共有したいと
のご配慮を頂いた上で、我がクラブの方針や奉仕活動の内
容を説明させて頂きました。ガバナーからは、今後の奉仕
活動の実践等について具体的なご指導を賜りました。
　例会では、プロジェクターを活用され、自己紹介及び、

ガバナーをお引き受けしてからのご苦労などを丁寧にご説
明頂き、深く心を打たれるお話も多数頂きました。
　クラブ協議会では、各委員長から発表された活動計画に
懇切なご講評を頂きました。
　一年間、目標とする会員数50名に向け邁進して参ります。
　細淵ガバナー、ご指導ありがとうございました。引き続
き、ご指導よろしくお願い申し上げます。

上尾北 RC
会長　松村 重之
幹事　星野 晋
例会曜日・時間：　金曜・12：30－ 13：30
例会場：　ヴェルデランド（株）3F

浦和北東 RC
会長　飯田 晃生
幹事　徳永 正裕
例会曜日・時間：　火曜・12：30－ 13：30
例会場：　ロイヤルパインズホテル浦和 3F�ゴールドルーム

gallery
副幹事取材

gallery
副幹事取材

＜事務局＞

＜事務局＞

＜会長挨拶＞

＜ガバナー卓話＞

＜細淵ガバナー、
　那須ガバナー補佐、松村会長＞

＜クラブ協議会＞

＜クラブ協議会＞

＜食事＞
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　お盆前の暑く、また新型コロナ感染症が再拡大している
中でしたが、対面と Zoomでのハイブリット形式で細淵
雅邦ガバナーをお迎えしました。急遽、木下会長が手術で
入院したため直前会長が会長代理を務めた懇談会ではクラ
ブの状況、課題等を報告し、ガバナーからはクラブ活動の
継続性の大切さをご指導いただきました。例会では、ガバ
ナーのお話を通してRI のテーマ、地区運営方針、特に「DEI
推進にむけて」を出席者全員で共有することができました。

また、ガバナーから事務局員へ日頃の職務に感謝のお言葉
と記念品をいただきました。クラブ協議会では部門長、委
員長の活動方針の発表に対して、様々なご指導をいただき
ました。最後に、ガバナーからクラブに対して激励をいた
だきました。明日からの今後の活動に役立てまいりたいと
思います。細淵雅邦ガバナー、那須敬明ガバナー補佐あり
がとうございました。

　お盆明けの８月 16日火曜日、細淵雅邦ガバナー、内山
ガバナー補佐をお迎えし公式訪問が開催されました。
　事前に内山ガバナー補佐より今年度のRI テーマや地区
目標、活動方針について報告をいただきましたので、その
あたりの説明は大まかに要点のみの説明に終わりました。
　ガバナーより「地区はクラブの活性化のために尽くす。
クラブのために地区は動く」という言葉を頂き、新たにク

ラブ活性化のために、この年度を次年度に向けて少しでも
良い方向に向け、引継ぎをしなければと再認識しました。
　小さなクラブでありクラブ内では 10枚の名刺交換だが、
今年度のグループ事業を通じて 280 枚の交換ができると
いう発想のもとに、与えられた機会を有効的に且つ楽しみ
ながら今年度を活動したいと決意した意義のある公式訪問
でした。

鴻巣水曜 RC
会長　木下 純一
幹事　本多 邦光
例会曜日・時間：　水曜・12：30－ 13：30
例会場：　群馬銀行　鴻巣支店�3F

大宮北東 RC
会長　遊馬 久治
幹事　真中 潤治
例会曜日・時間：　火曜・12：30－ 13：30
例会場：　県南卸売団地協同組合会館 3F

gallery
副幹事取材

gallery
副幹事取材

＜例会＞

＜事務局＞

＜会長挨拶＞ ＜ガバナー卓話＞＜事務局＞

＜遊馬会長と細淵ガバナー＞

＜懇談会＞

＜クラブ協議会＞ ＜戦略計画額＞

＜食事＞
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　８月 17日（水）のガバナー公式訪問はコロナ禍ではあ
りましたが、感染対策を万全にしたうえでリアルにて開催
いたしました。通常例会に先立ち、細淵ガバナー、伊藤第
11Gガバナー補佐との会長幹事懇談会を一時間ほど行い、
当クラブの現況報告と併せ今後の課題について活発に意見
交換することが出来ました。その後例会場にご入場いただ
きRIテーマ、地区活動方針またオリンピック委員会とロー

タリー活動の両立など多岐にわたる卓話を頂きました。例
会終了後はクラブ協議会を開催し各委員長からの方針にご
講評頂き、今後さらに活発なロータリー活動を行っていく
ための有意義な時間となりました。
　細淵ガバナー、伊藤ガバナー補佐、田中地区副幹事お忙
しいところ誠にありがとうございました。

　８月 18日（木）待望のガバナー公式訪問が行われました。
　細淵雅邦ガバナー、森谷行雄地区副幹事、遠方よりおい
でいただき本当にありがとうございました。お二人と当ク
ラブ会長幹事、会長エレクト、第９グループ齋藤幸子ガバ
ナー補佐で食事をしながらの懇談の後、長時間にわたる例
会を行いました。
　細淵ガバナーの熱意溢れる卓話、特にご自身の経験談に
は感銘を受けました。コロナ禍を言い訳にしがちな昨今何

が為せるか、情熱をもって行動することだと学ばせていた
だきました。その後、各会員もガバナーの熱量に呼応し力
強い意見発表が続きました。
　そしてガバナーから事務局と新入会員へのプレゼントと
いうサプライズもあり、こまやかなお心遣いに一同感謝申
し上げます。
　とても有意義な公式訪問をありがとうございました。

川口南 RC
会長　佐藤 卓
幹事　杉山 浩一郎
例会曜日・時間：　水曜・12：30－ 13：30
例会場：　ショックオン

八潮みらい RC
会長　朴 昞吾
幹事　金子 浩美
例会曜日・時間：　木曜・19：00－ 20：00
例会場：　大経寺

gallery
副幹事取材

gallery
副幹事取材

＜例会＞

＜事務局＞

＜佐藤会長挨拶＞ ＜ガバナー挨拶＞

＜会長挨拶＞

＜事務局＞

＜クラブ協議会＞

＜食事＞

＜食事＞
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　８月 20日（土）細淵雅邦ガバナー公式訪問が開催され
ました。コロナ感染者数が依然多い状況でありましたため、
通常の例会場から間隔を十分に取れる状況を確保するため、
急遽領家公民館に会場を変更して実施致しました。
　例会前の面談では、細淵ガバナーの方針による対話式で
進めていただきましたおかげで、クラブ運営について充実
した対話・意見交換を交わすことができました。

　また例会では、細淵ガバナーのお人柄や情熱がひしひし
と伝わってくる卓話を頂戴し、クラブが主役であるための
クラブ運営について学ぶことができました。
　細淵雅邦ガバナー、伊藤高太郎ガバナー補佐には、土曜
の朝から長時間にわたり、ご指導いただけましたことに心
より感謝申し上げます。

　８月 23 日（火）午前 11 時より、真夏日の中、細淵雅
邦ガバナー・吉田正臣地区副幹事・内山泰成ガバナー補佐
にご訪問いただき、新型コロナ第７波の中、対面にて公式
訪問を開催いたしました。例会前の懇談会では、当クラブ
の現状や活動内容、会員増強について様々なご意見及び特
に「第４グループ合同奉仕事業－森を守ろう、自然を楽し
もう－～生態係保護から環境問題を考えよう～」を会員増

強の一つアイデムとして活用するようにアドバイスを頂き
ました。例会では「RI テーマ・地区方針」について詳し
く卓話を頂き、引き続きクラブ協議会では、当クラブの現
在の活動に対してご助言といくつかの見直しの指導を受け、
和やかな雰囲気の中で、大変有意義な時間となりました。
最後に公式訪問にご協力して頂いた会員に厚くお礼申し上
げます。

川口モーニング RC
会長　阿部 昌隆
幹事　福薗 健
例会曜日・時間：　土曜・8：00－ 9：00
例会場：　TKバレエ教室

大宮北 RC
会長　金 福漢
幹事　伊藤 健善
例会曜日・時間：　火曜・12：30－ 13：30
例会場：　武蔵野銀行�宮原支店 3F

gallery
副幹事取材

gallery
副幹事取材

＜例会＞

＜事務局＞

＜ガバナー卓話＞

＜会長とガバナー＞

＜事務局＞＜ウェィクアップサークル＞

＜クラブ協議会＞＜会長挨拶＞

＜食事＞
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　厳しい残暑が続いていた８月 24 日（水）、細淵雅邦ガ
バナー、株竹眞次第８グループガバナー補佐をお招きし、
当クラブ例会場にてガバナー公式訪問を実施いたしました。
　当日はまず会議室において、ガバナー・ガバナー補佐・
会長・幹事・会長エレクトによる懇談会を行いました。会
長の大島は 42 歳という若さと RC歴 15 年という経験を
併せ持つことから、これからのクラブの在り方に大変期待
してくださりました。
　例会卓話ではガバナーのこれまでのご経歴からはじまり、

RI テーマそしてそれを踏まえた地区運営の方向性を大変
分かりやすくお話しくださいました。論理的かつ情熱的な
話しぶりに会員皆引き込まれました。
　その後のクラブ協議会では、各委員会の活動方針に対し
て明瞭で具体的なご指導をいただき、大変勉強になりまし
た。
　会員一同、大変有意義な時間を過ごさせていただきまし
た。この度は誠にありがとうございました。

　８月 25 日（木）、細淵ガバナー、那須第 5グループガ
バナー補佐をお迎えして、ガバナー公式訪問例会を北本市
文化センターで行いました。
　細淵ガバナーのロータリーへの熱い想いと自己紹介を交
えた卓話をいただき、会員それぞれがクラブの活性化と今

後のロータリー活動を考える良い機会になりました。
　北本ロータリークラブを夢のある、魅力的なクラブにし
ていきます。
　細淵ガバナーありがとうございました。
　「イマジン・ロータリー」！！

越谷北 RC
会長　大島 直幸
幹事　江口 公晴
例会曜日・時間：　水曜・12：30－ 13：30
例会場：　インペリアルビル 4F

北本 RC
会長　平尾 良雄
幹事　清宮 尚也
例会曜日・時間：　木曜・19：00－ 20：00
例会場：　北本市文化センター

gallery
副幹事取材

gallery
副幹事取材

＜事務局＞

＜ガバナー卓話＞

＜会長挨拶＞

＜北本名産お土産＞ ＜無農薬野菜お土産＞

＜クラブ協議会＞＜大島会長挨拶＞

＜クラブ協議会＞

＜会長の御著書＞

＜食事＞
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　当日は、コロナ感染者数が高止まりしている中なので、
ハイブリッド形式での開催でしたが、全員がリアル参加で、
90％を上回る出席率となりました。
　ガバナーとの懇談会では、久喜クラブの現状報告から、
問題点等について話し合いました。
　例会開催前の食事時には、ガバナーから会員一人一人に

名刺交換をされているところには、素晴らしい方だと感
じました。例会卓話では、RI や地区運営方針については、
当たり前ですが、浦和クラブの会長やガバナーになる経緯
をお話しいただき、オリンピックの仕事がある中、さすが
体育会系で「YES」の返事で実現させてきたことに感動し
ました

１．三役懇談会
　会長の鈴木より、三役の選出について、クラブターゲッ
トを設定した背景と実際の活性化に向けた取り組みについ
てご説明。細淵ガバナーより、ロータリーはクラブの活性
化が重要であり、活性化があっての増強という視点につい
てご説明いただきました。また、「合同奉仕活動」の趣旨
と共に、自分たちの地域で必要なことに取り組むために、
会長幹事会を活かして欲しいとの話がありました。
２．例会・卓話
　細淵ガバナーのこれまでの国際ボート連盟でのご活躍や
ロータリーにおけるご活動をご紹介いただきました。また

女性初のジェニファー・ジョーンズRI 会長のDEI 推進に
ついて丁寧にお話をいただきました。会員もとても興味関
心を持っていたのが印象的でした。
３．クラブ協議会
　各委員長より活動報告をしていただき、的確なアドバイ
ス・フィードバックをいただきました。また、当クラブの
特徴として、若い会員とベテラン会員の連携ができている
形が素晴らしいと評価していただき、今のうちに次の時代
を見据えた当クラブのあり方を作って欲しいとお言葉をい
ただき、とても有意義な時間となりました。

久喜 RC
会長　服部 智也
幹事　横山 健次
例会曜日・時間：　木曜・12：30－ 13：30
例会場：　三高サロン

さいたま新都心 RC
会長　鈴木 秀一
幹事　一色 泉
例会曜日・時間：　月曜・12：30－ 13：30
例会場：　武蔵野銀行�与野支店 2F

gallery
副幹事取材

gallery
副幹事取材

＜例会＞

＜事務局＞

＜会長挨拶＞

＜ガバナー卓話＞

＜クラブ協議会＞

＜クラブ協議会＞

＜食事＞

＜食事＞
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　細淵ガバナーを迎えての公式訪問は、会長・幹事、副会
長、会長エレクト・副幹事との率直な話し合いから始まり
ました。RI・地区は、クラブとの対話が重要であり、ま
たクラブも大いに地区と対話をすること。大きなクラブは
小さなクラブの目線に合わせること。クラブの継承には必
要なメンバーが存在し、質の高いクラブにしようと目標を
掲げていることなどを学ばせていただきました。
　2021 年 5 月に創立 60 周年を迎え、会員は 91 歳から

31 歳の 91 名、平均年齢 59.44 歳。老壮青のバランスの
取れたクラブでありながら最近は若い層の会員が増えてき
ている現状から「越谷RCは今、黄金期を迎えようとして
いる、黄金の越谷RCをつくってほしい」との細淵ガバナー
の総評に、クラブメンバー一同心から感謝を申し上げると
ともに、今後のクラブ運営並びに奉仕活動、ロータリーラ
イフのさらなる充実を図ってまいりたいと感じた次第です。
真心のこもったご指導をいただき有難うございました。

　2022 年８月 31 日に細淵雅邦ガバナー、齊藤茂第１グ
ループガバナー補佐をお迎えして公式訪問が行われました。
例会に先立って開催された懇談会では、対話を大切にしな
がら私達と真剣に向き合い理解しようとなさってくださる
細淵ガバナーの熱い想いを全身で感じさせて頂きました。
例会でのガバナー卓話では、ボートという日本人に馴染み
の薄い競技を通じて世界を舞台に活躍されて来られた細淵

ガバナーだからこそ広がる世界観に裏打ちされた地区の運
営方針について学ぶことができました。
　浦和ダイヤモンドらしく、夢と希望を持ち、小さなこと
から創造し切り拓いて行きたいと思えた素晴らしいひとと
きでした。
　最後に、懇談会からクラブ協議会まで長時間にわたり
数々のご助言を賜り誠にありがとうございました。

越谷 RC
会長　増元 晃
幹事　中島 雅樹
例会曜日・時間：　火曜・12：30－ 13：30
例会場：　越谷産業会館内

浦和ダイヤモンド RC
会長　南保 剛
幹事　佐藤 恵
例会曜日・時間：　水曜・12：30－ 13：30
例会場：　浦和伊勢丹クローバールーム

gallery
副幹事取材

gallery
副幹事取材

＜例会＞＜会長挨拶＞

＜例会食事＞ ＜戦略計画＞ ＜事務局＞

＜事務局＞

＜細淵ガバナー、齋藤ガバナー補佐、
南保会長、佐藤幹事＞

＜クラブ協議会＞

＜食事＞
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　９月１日（木）、RI 第 2770 地区細淵雅邦ガバナーをお
迎えしました。公式訪問例会では細淵ガバナーから卓話の
中で、RI 初の女性会長ジェニファー・ジョンズ氏の「イ
マジン　ロータリー」への思いや、地区運営方針を分か
りやすく説明して頂きました。例会終了、会場を移し協
議会が始まりました。浦和東ロータリークラブは、会計・
SAA・７つの常任委員会の中に 18の委員会、２つの特別
委員会があり会計・SAAが説明した後に各常任委員長・
各委員会委員長より年度計画の取り組み更にブレイクダウ

ンした説明を行いました。委員長の他、分委員長、３年未
満のメンバーもオブザーバーとして多数参加し途中休憩を
はさんで、熱の入った説明に対し、細淵ガバナーよりその
都度アドバイスや指導・激励を頂き年度の取り組みを更に
ブラッシュアップできたと、各委員長とも満足し有意義な
協議会となりました。最後に、細淵ガバナーそして、齊藤
茂ガバナー補佐に講評頂き、協議会を終了いたしました。
　細淵ガバナーありがとうございました。

浦和東 RC
会長　小久保 岳彦
幹事　北 清太郎
例会曜日・時間：　木曜・12：30－ 13：30
例会場：　ロイヤルパインズホテル浦和

gallery
副幹事取材 ＜例会＞＜会長挨拶＞ ＜事務局＞

＜北元RI 理事、細淵ガバナー、小久保会長、北幹事＞

＜クラブ協議会＞

＜食事（洋食）＞ ＜食事（和食）＞

　９月６日（火）細淵雅邦ガバナー、齋藤幸子第９グルー
プガバナー補佐、齊藤建吾地区副幹事、竹内雪子ガバナー
補佐幹事をお迎えし、公式訪問例会を開催いたしました。
例会に先立つ懇談会においては　細淵ガバナーによりさま
ざまな視点からクラブ運営について噛み砕いたわかりやす
いお話を和やかな雰囲気の中アドバイスを頂き楽しい時間
を過ごさせて頂きました。ありがとうございました。
　卓話の前に、２名の事務局へ直接ガバナーより日頃の感謝
を伝えておられ　その場が感動の雰囲気に溢れていました。

　その後の卓話におきましては、「RI テーマと地区運営」
について分かりやすくお話をされ会員全員が真剣に耳を
傾け聞いていました。クラブ協議会では、きめ細やかなア
ドバイスや委員長を讃えるお言葉を頂き嬉しく思いました。
そして、質疑応答では、多くの質問に速やかに真摯にお答
えいただき活気のある時間でした。
　今からが再スタートとし考え　クラブの会員が主役であ
る事を育みクラブ全員でクラブ運営に励みたいと思います。

八潮 RC
会長　髙橋 倫代
幹事　小谷 明弘
例会曜日・時間：　火曜・12：30－ 13：30
例会場：　埼玉縣信用金庫�八潮支店 2F�会議室

gallery
副幹事取材

＜懇談会＞ ＜ガバナー卓話＞ ＜事務局＞ ＜米山奨学生＞＜会長挨拶＞
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ロ ー タ リ ー 財 団
大口寄付 $50,053.00 大口寄付 $42,000.00 大口寄付 $20,300.00 大口寄付 $18,000.00 大口寄付 $15,200.00 大口寄付 $13,777.00 大口寄付 $11,300.00

岩渕　均
（浦和）

令和４年6月28日

吉野　寛治
（越谷）

令和４年８月30日

下　和雄
（大宮シティ）
令和４年８月30日

森　仁三
（越谷）

令和４年８月30日

島村　健
（上尾）

令和４年８月12日

小山　陽一郎
（浦和）

令和４年７月26日

野崎　昌雄
（川口中央）
令和４年８月23日

ロ ー タ リ ー 財 団
大口寄付 $11,000.00 マルチプル（8） マルチプル（8） マルチプル（7） マルチプル（6） マルチプル（6） マルチプル（5）

新井　進
（越谷）

令和４年８月30日

澤野　伸司
（浦和東）

令和４年７月25日

平田　利雄
（浦和東）

令和４年７月25日

熊田　弘信
（八潮）

令和４年８月23日

松村　繁
（浦和東）

令和４年７月25日

内田　房雄
（さいたま中央）
令和４年８月31日

土屋　貴光
（浦和東）

令和４年７月25日

ロ ー タ リ ー 財 団
マルチプル（5） マルチプル（5） マルチプル（4） マルチプル（4） マルチプル（4） マルチプル（4） マルチプル（4）

髙木　貴弘
（浦和東）

令和４年７月25日

野口　實
（浦和東）

令和４年７月25日

早川　芳夫
（春日部イブニング）
令和４年７月15日

小久保　岳彦
（浦和東）

令和４年７月25日

長谷川　光司
（春日部イブニング）
令和４年７月15日

高橋　裕
（八潮）

令和４年８月９日

鈴木　豊
（浦和東）

令和４年７月25日

ロ ー タ リ ー 財 団
マルチプル（3） マルチプル（3） マルチプル（3） マルチプル（2） マルチプル（2） マルチプル（2） マルチプル（2）

近藤　雅透
（浦和）

令和４年６月28日

小池　洋士
（浦和東）

令和４年７月25日

谷垣　智之
（大宮シティ）
令和４年８月30日

海田　英彦
（浦和東）

令和４年７月25日

森　道子
（浦和東）

令和４年７月25日

北　清太郎
（浦和東）

令和４年７月25日

石坂　健一
（浦和東）

令和４年７月25日

ロ ー タ リ ー 財 団
マルチプル（2） マルチプル（2） マルチプル（1） マルチプル（1） マルチプル（1） マルチプル（1） マルチプル（1）

高橋　倫代
（八潮）

令和４年８月23日

本多　信太郎
（川口モーニング）
令和４年６月24日

八百　武史
（浦和東）

令和４年７月25日

奥墨　常治
（浦和東）

令和４年７月25日

小林　和章
（浦和東）

令和４年７月25日

白井　智子
（浦和東）

令和４年７月25日

若海　宗承
（越谷）

令和４年８月30日
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ロ ー タ リ ー 財 団
ポール・ハリス・フェロー ポール・ハリス・フェロー ポール・ハリス・フェロー ベネファクター ベネファクター ベネファクター ベネファクター

森田　まり子
（浦和東）

令和４年７月25日

荻原　眞一
（浦和東）

令和４年７月25日

山本　育子
（浦和東）

令和４年７月25日

大谷部　雅典
（浦和東）

令和４年７月26日

佐伯　陽子
（浦和東）

令和４年７月26日

男澤　望
（大宮シティ）
令和４年８月30日

鳥井　義兼
（さいたま欅）
令和４年８月26日

ロ ー タ リ ー 財 団
ベネファクター ベネファクター

齋藤　芳尚
（春日部）

令和４年９月６日

山本　太輔
（幸手）

令和４年８月25日

米 山 奨 学 会
米山功労者メジャードナー（35） 米山功労者メジャードナー（31） 米山功労者メジャードナー（19） 米山功労者メジャードナー（17） 米山功労者メジャードナー（16） 米山功労者メジャードナー（16） 米山功労者メジャードナー（14）

大塚　信郎
（上尾）

令和４年７月21日

田村　亮夫
（川口モーニング）
令和４年８月30日

岩渕　均
（浦和）

令和４年６月28日

島村　健
（上尾）

令和４年８月25日

野崎　昌雄
（川口中央）
令和４年９月８日

森　仁三
（越谷）

令和４年８月30日

佐藤　清章
（浦和）

令和４年７月28日

米 山 奨 学 会
米山功労者メジャードナー（12） 米山功労者メジャードナー（10） 米山功労者マルチプル（7） 米山功労者マルチプル（7） 米山功労者マルチプル（6） 米山功労者マルチプル（6） 米山功労者マルチプル（4）

種家　寿雄
（八潮）

令和４年８月２日

江原　武男
（越谷）

令和４年８月30日

早川　芳夫
（春日部イブニング）
令和４年７月15日

飯嶋　隆
（三郷）

令和４年８月16日

長谷川　光司
（春日部イブニング）
令和４年７月15日

櫻井　敏勝
（川口モーニング）
令和４年８月30日

木戸　良樹
（川口モーニング）
令和４年８月30日
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新 　 会 　 員

中島　順也
（三郷ウエンズデー）
令和４年７月６日入会

有限会社中塚運送
運送業

飯島　啓史
（三郷ウエンズデー）
令和４年７月６日入会

いいじま整骨院
医療

廣野　直人
（三郷ウエンズデー）
令和４年７月６日入会

株式会社SEライン
産業廃棄物収集運搬・コンサルティング

青木　徹
（川口）

令和４年７月21日入会
青木プロパティ株式会社

不動産鑑定士

久保　久夫
（草加シティ）

令和４年８月１日入会
株式会社栄寿

輸出入サポート

無量小路　俊宏
（幸手中央）

令和４年８月２日入会
睦合金株式会社
非鉄金属製造業

千葉　宏之
（越谷東）

令和４年８月４日入会
株式会社明昇
水産品小売

新 　 会 　 員

木下　千幸
（大宮東）

令和４年８月10日入会
株式会社Blume

サービス業

栗原　武士
（浦和北東）

令和４年８月30日入会
栗原武士社会保険労務士事務所
企業コンサルタント

本庄　安寿
（川口）

令和４年９月８日入会

ダンサー・インストラクター

訃　報
謹んでお悔やみ申し上げます。

大熊　繁紀
（浦和）

2022 年８月９日ご逝去
享年 74 歳

木元　武一
（戸田西）

2022 年８月９日ご逝去
享年 90 歳

米 山 奨 学 会
米山功労者マルチプル（4） 米山功労者マルチプル（3） 米山功労者マルチプル（3） 米山功労者マルチプル（2） 米山功労者マルチプル（2） 米山功労者マルチプル（2） 米山功労者

江口　満志
（川口モーニング）
令和４年８月30日

木内　英二
（越谷）

令和４年８月30日

中田　勝久
（三郷）

令和４年８月16日

阿部　昌隆
（川口モーニング）
令和４年８月30日

宮田　真人
（三郷）

令和４年８月16日

但野　剛
（三郷）

令和４年８月16日

田中　勇一
（浦和）

令和４年６月28日

米 山 奨 学 会
米山功労者 米山功労者 米山功労者

齋藤　芳尚
（春日部）

令和４年９月６日

片山　安茂
（浦和）

令和４年６月28日

松﨑　覚
（春日部）

令和４年９月６日
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11.. 
8 月 23 日に第 35 回理事会を対面と ZOOM のハ

イブリッド形式で開催しました。第 34 回理事会

は対面開催でしたが、昨今の感染者増加の状況

を鑑み、今回はハイブリッド形式となりました。

当日は、小沢一彦名誉理事長/役職理事候補者指

名委員長と、全国から 17 人の理事、2 人の監事

が対面出席、オンラインの出席が 14 人で、計 34

人の出席となりました。若林紀男理事長が議長

として進行役を務め、第 1 号～第 9 号の全ての

議案につき、原案通り承認可決されました。 

【第 35 回理事会の主な議案】 

評議員後任候補者／理事・監事候補者／奨学

金給与規定一部改定／2021 年度事業報告／2021

年度計算書類／2022 年度収支予算書一部修正／

2022 年度専門委員選任 ほか 

 

また、9 月 12 日には第 14 回定時評議員会を

同じく対面とZOOMのハイブリッド形式で開催し

ました。昨年 9 月の定時評議員会は新型コロナ

ウイルスの影響により主にオンラインでの開催

となりましたが、今回はハイブリッド形式での

開催となりました。当日は、全国から評議員 12

人、役職理事 7 人と監事 1 人が会場参加、16 人

の評議員と監事1人がオンライン参加しました。

定款により、評議員会の議長は、出席評議員の中

から選ばれることになっており、第 2580 地区の

上山昭治評議員が議長に選出されました。 

上山議長の進行で、報告事項として、①理事会

決議報告 ②職務執行の状況報告③2021 年度事

業報告が資料に基づき説明され、続いて理事会

から上程された「後任評議員の選任」「理事・監

事の選任」「2021 年度計算書類承認」など 6 議案

が諮られ、全て原案通り承認可決されました。 

評議員会での理事選任を受けて、同日付で第

36 回理事会書面決議が成立し、以下の役職理事

が選定されました。 

22..  ジジャャパパンンフフェェスステティィババルルでで米米山山ををＰＰＲＲ!!  
8 月 20 日、21 日、モンゴルにおける日本関連

最大イベント、ジャパンフェスティバルモンゴ

ル（JAPAN FESTIVAL IN MONGOLIA 2022）が国立

遊園地のホワイトロックセンターで開催され、

モンゴル米山学友会会長のウドワル・セデバザ

ルさん（2010-12／下野上三川ＲＣ）をはじめと

する 13 人の米山学友がブースを出展し、米山奨

学金や学友会についてＰＲをしました。また、

トブ県バヤンデルゲル郡にある学生寮に図書を

寄贈する“図書館プロジェクト”のために本の

寄付を募ったところ、多くの方が本を寄付して

くださったとのことです。 

2022 年は日モンゴル外交関係樹立 50 周年に

あたり、モンゴル日本センターとＪＵＧＡＭＯ

（モンゴル帰国留学生の会）の協力の下、記念

事業として様々な文化イベントが開催されてい

ます。

2022 年9 月13 日 
発 行 

理 事 長： 若林紀男氏（2660） 

副理事長： 滝澤功治氏（2680） 相澤光春氏（2780）

常務理事： 井原 實氏（2770） 駒井英基氏（2740）

常務理事： 神野重行氏（2760） 田中久夫氏（2840）
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公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 E-mail：highlight@rotary-yoneyama.or.jp 

〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-15 黒龍芝公園ビル 3F URL：http://www.rotary-yoneyama.or.jp/ 

Tel：03-3434-8681 Fax：03-3578-8281 編集担当：野津(のづ)・長尾(ながお) 

 

33..  ままももななくく米米山山月月間間資資料料がが届届ききまますす  ((99//2211 発発送送))
10 月はいよいよ米山月間です。今年も米山月

間用資料を全国の皆さまへお届けします。 

毎年恒例の『豆辞典』は、米山記念奨学事業

についての情報がほぼ網羅されている小冊子。

会員数分お送りしますので、1 人一冊お手元に

お持ちください。豆辞典を使って米山奨学事業

を説明するためのパワーポイントは、9 月中旬

に当会ＨＰで公開します。そのほか「クラブ米

山記念奨学委員長の手引き（寄付マニュアル合

冊）」「2021 年度事

業報告書」「2021 年

度決算報告」を送

付します。追加資

料のお申し込み

は、同封の「追加資

料申込書」に記入

の上、お送りくだ

さい。 

44..  寄寄付付金金速速報報  ――  1100 月月はは米米山山月月間間でですす  ――
8 月までの寄付金

は、前年同期と比べ

て 0.9％増（普通寄付

金:0.6％減、特別寄

付金:3.9％増）で、約

250 万円の増加とな

りました。ここ数年での会員数全体の減少によ

り、当会の普通寄付は減少傾向にあります。少

しづつ状況が落ち着くにつれて、対面での例会

開催など、これまでの日常が戻ることを期待し

ています。1 年に 1 度の米山月間、今月もよろ

しくお願いいたします。 

55..  ススリリラランンカカのの未未来来へへつつななぐぐ
8 月 10 日、国際ロータリー第 2620 地区米山

学友会会長の青山チャリットさん（2006-08／静

岡日本平ＲＣ）が、同学友会を代表して母国ス

リランカ北部のアヌラダプラ・ヒドーガマにあ

るマダワラガマ・カレッジ小学校を訪問し、日

本円で約 15 万円分の文房具を寄付しました。 

同学友会にとって 3 度目となる教育支援ボラ

ンティアの活動先となったスリランカは今、歴

史的な経済危機に直面しており、地方には経済

的な理由から必要な文房具などを購入出来ない

子供たちがたくさんいるそうです。そこで、ス

リランカ北部地方にある、生徒数 155 人の小学

校の子供たちのために文房具を届けることにし

ました。ガソリン不足により現地までの道のり

は非常に大変だったそうですが、喜んでいる子

供たちの笑顔を見たら、それまでの苦労も吹き

飛んだとのことです。 

青山チャリット会長は、「我々学友会にできる

ことは限られていますが、その中でも小学校の

子供たちに文房具を手渡すことができました。

しかしスリランカには、医療機器の不足など、

困っている子供たちがまだまだたくさんいます。

今後もロータリアンの方々にご支援とご協力を

いただきながら、可能な限りの支援をしていき

たいと思います」と述べました。 

限定ネクタイ＆スカーフの頒布
チラシを同封しています︕

+ 0.9% 

前前年年同同期期比比  

普 - 0.6% 特 + 3.9% 



ＧＯＶＥＲＮＯＲ　ＧＥＳＳＩＮ №４

22

Region 1& 2 & 3

2022 年 10 月号　

発行：Region 1& 2 & 3
ロータリーコーディネーター
ロータリー公共イメージコーディネーター

コーディネーターコーディネーター

NEWSNEWS

「今年のポリオデーは、日本全国（ZONE１A,2,3）で各クラブや地区が一斉にイベントや活動を行うことで、ファ
ンドレイジングと公共イメージ向上に繋げたい」という佐藤RI 理事の強い思いを受け、RRFC、EPNC、RC、RPIC
が協力して、地区への協力依頼と広報を行うことになりました。
その一環として「WorldPoliodayJAPAN」というポータルサイトを６月に立ち上げ、ここを通じてポリオに関す

る必要な情報やクラブ、地区同士の情報共有の場を提供しています。
サイト内にあるコンテンツ（内容）は、「このサイトを見ればポリオについての理解や情報提供、共有ができる」と

いう目的で、①ポリオを「理解する」ための資料、②ポリオの「現状を知る」ための資料、③ポリオのことを「クラブ
会員や関係者に説明する」ための各種資料、④クラブや地区での「活動計画を共有する」ための情報掲示、⑤「寄付を
促す」ための情報提供、⑥フォトコンテストの案内、⑦ロゴの使い方ガイドを内容として作成してあります。
既に今年のポリオデーは日が迫っておりますので、地区ガバナーや地区委員長、クラブ会長などに広くこのサイト

を広報していただき、できるだけ多くのクラブや地区が世界ポリオデーにご参画いただくことはもちろんですが、次年
度も同様の取り組みが予定されておりますので、次年度のためにも今から周知をお願いするものであります。

「ビジョン声明が達成され、世界中の人びとがみんな笑顔で幸せになること」それは私たちロータリーが実現しなけ
ればならない大きな夢です。そのためには外に向けてロータリーを発信し、理解者を増やし、世界でよいことをする仲
間の輪を広げていかなければなりません。それには私たち自身の感動の体験を語るストーリーテリングが効果的だと言
われています。RPICになって公共イメージ向上について勉強した時、いいストーリーテリングが相手の心へのインス

第２地域　ロータリーコーディネーター補佐

　桑澤　一郎
（茅野）

第２地域　ロータリー公共イメージコーディネーター

　服部　陽子
（東京広尾）

世界ポリオデー（ジャパン）ポータルサイトの活用のお願い

～ストーリーテリングの力～

https://www.endpoliorotary.club/home

World Polio Day（JAPAN）



№４ ＧＯＶＥＲＮＯＲ　ＧＥＳＳＩＮ

23

2022 年６月５日、ヒューストン国際大会が３年振りで開催され、コロナウイルス感染の影響がある中、日本からは
約 500 名弱の方が参加され、米国、フィリピンに次いで多い参加数でした。開会式では、恒例の国旗入場が行われま
したが、ウクライナ国旗が入場するや否や、会員が総立ちとなり、会場は割れんばかりの拍手が鳴り止まず、又、その
旗手は声援に応えて暫く壇上で旗を振り続けておりました。ウクライナ戦争後、世界のロータリアンが一体となり支援
しようと立ち上がりましたが、この会場で“心を１つにし (TOGETHER)�行動しよう (TAKE�ACTION)”というロー
タリーのビジョンの一端を体験することができ、感動の瞬間でした。翌日、マッキナリーRI 会長エレクトは、ウクラ
イナのための災害救援基金への寄付が 1,500 万ドル ( 約 20 億円 ) に達したことに感謝の意を述べました。今年の３月
から４月末までの僅か２ヵ月間で、これ程の多額の寄付が集まるロータリーの世界的ネットワークの凄さを改めて認識
いたしました。
９月にガバナーエレクト研修セミナー（GETS）が開催され、ロータリー財団管理委員の三木明氏が次の様に挨拶さ

れました。「多くの方々にウクライナ支援のためにご寄付をいただいておりますが、その中のあるロータリアンの方を
ご紹介致します。九州 (福岡 ) の方で、４月にウクライナのための災害救援基金のことを知り、直ぐに 25万ドルを寄
付していただき、アーチ・クランフ・ソサエティ (AKS) の会員になられました。円に換算しますと 3,000 万円以上と
なり、それも全額、その基金の寄付へ指定されました。心より感謝申し上げます。」為替レートは３月が１ドル 116 円、
４月には 122 円と急激に円安に向かった時でしたが、その様な事は意ともせず、ウクライナ救援のためご寄付をされ
ました殊勝なロータリアンに頭が下がる思いでした。
この様に皆様のご支援により日本の寄付総額は 334 万ドル（約４億５千万円）となり、この数値は、世界の寄付総

額 1,500 万ドルの約 23％を占めております。日本の世界に対する会員数比率は 7％前後ですので、これは日本のロー
タリアンが献身的にウクライナ救済に協力された結果の表れであります。心より感謝申し上げます。
これからも引き続き、ロータリー財団をご支援頂きますようよろしくお願い申し上げます。

第１地域　ロータリー財団地域コーディネーター

　飯村　愼一
（宇都宮 90）

ウクライナ支援への感謝とご報告

ピレーションとなり、相手に行動を起こさせるパワーとなるのだと聞き
ました。それは一体どんなストーリーなのだろうか？と常日頃考えてい
た私に、ストーリーテリングとは何かを実感できる機会が訪れました。
それは８月号の雑誌「ROTARY」を手にした時です。８月号の表紙を

飾っていたのは、裏千家の前家元、元RI 理事、京都ロータリークラブ会
員の千玄室氏のお写真でした。優しさと厳しさを兼ね備えた深い眼差し、
和服で日本の緑の中に佇む凛としたそのお姿は、ご自身が歩まれてきた
99年の人生を物語るインスピレーションそのもので、私はしばらくその
表紙に見入っておりました。そして中を開くと、“PEACE�THROUGH�
A�BOWL�OF�TEA”と題した記事があり、ご自身の第二次世界大戦の
特攻隊での体験や、茶道、そしてロータリアンとしての人生について、
11ページに亘って書かれていました。
「戦友から託された命のためにも、私は忍耐強く、よく生き、長生きし
て、自分の運命を全うしなければならない。」と語られ、茶道とロータリー
を通じて世界平和を訴えて生きる人生に大きな感動と感銘を受けました。
この記事を世界中のロータリアンが読んでいるのだ！と思うと日本人と
しての誇りさえ感じました。
翌月９月号の「ロータリーの友」でこの記事を読まれた方は多いと思

います。この記事は間違いなく世界中のロータリアンから見た日本のロー
タリアンのイメージを大きく向上するものであり、ストーリーテリングの
真髄そのものであったと言えましょう。私自身この記事を読んで勇気と希
望をいただき、「ロータリアンであってよかった。自分もこれからの人生
をよく生きていかなければならない。」という思いを強くいたしました。

Ⓒ 2022 Rotary International.
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川口シティ鳩ケ谷ロータリークラブ
宇田川　幸希

浦和東ロータリークラブ浦和東ロータリークラブ
　ダンス同好会　ダンス同好会

　うっとりするような美しい調べのワルツや、思わず
リズムをとりたくなる軽快なラテンのナンバーがホー
ルにいつも広がっている。そんなダンス教室が私たち
浦和東ロータリークラブダンス同好会の活動拠点です。
はじまりは 2009 年、メンバーはクラブ会員とその家
族や友人です。初めから社交ダンス経験者はほとんど
おりません、誰もが初心者からのスタートです。音楽
に合わせ体を動かすことは脳トレにもなり、普段使わ
ない背中やお尻の筋肉を使うので体幹が強くなり背筋
もシャキッとします。先生は高橋圭一先生と奥様の麻
子先生で、全日本ダンス選手権第 3位、全関東ダン

ス選手権大会優勝などの輝かしい経歴の持ち主であり
ながら、優しく時に厳しく指導してくださります。年
に一度の発表会がパインズホテル浦和にて華々しく開
催され、我が同好会からも毎年何名も出場します。発
表会は目標にもなり上手に出来れば褒め合って、上手
く出来なくても励まし合う、ダンスを通じた仲間の絆
も深まります。社交ダンスは紳士淑女の嗜みでもあり、
体に無理なく続ける事の出来る素晴らしい趣味の世界、
このダンスを通して更にクラブの活性化と親睦を深め
て参ります。

　私共のクラブでは、クラブ創立時から、ゴルフ部の
活動が行われておりました。
　活動としては年 2～ 3回のコンペ開催をしており
ました。主な開催場所としては栃木県が多いです。単
独で 2組ほどの開催ですが、クラブの方やたまにゲ
ストの方、会員候補者等をお呼びしてのコンペを実施
しておりました。コンペとしてはハンディキャップ方
式、優勝、準優勝、ブービーメーカー、そしてドラコ
ンニアピンと通常のコンペ形式で行っておりました。
優勝の偏りをなくすようハンディをやや厳しめにして
日常の仕事を忘れ、毎回楽しいゴルフコンペを開催し
ておりました。
　一度、川口／鳩ケ谷武南RCと、共催でコンペを開
催したこともあります。この際は 4組ほどの開催と
なり大人数で楽しく開催できました。ゴルフはとても
楽しいスポーツですし、年齢もあまり関係なくできる
のも、とても素晴らしいと思います。

　5年ほど前には、台湾に周年行事依頼で訪問した際、
姉妹クラブである台中の大里中興RCの方と、現地で
ゴルフを楽しみました。さらに地区のチャティーゴル
フ大会や川口モーニングRCのアイメイトゴルフにも
可能な限り参加しております。現在はコロナの為コン
ペの開催は自粛しておりますが、今後は再開を目指し
てクラブでも話をしていきたいと思います。
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内
女性

内
女性

内
女性

内
女性

浦和 97 3 99 3 2 10 3 幸手 43 1 43 1 0 3 0

浦和東 100 15 102 15 2 3 2 蓮田 49 4 49 4 0 5 0

浦和南 22 3 22 3 0 5 0 久喜 47 5 47 5 0 10 0

浦和中 32 2 33 2 1 5 1 幸手中央 19 2 20 2 1 6 1

浦和ダイヤモンド 21 3 21 3 0 3 0 第7グループ計 158 12 159 12 1 24 1

第1グループ計 272 26 277 26 5 26 6 越谷 91 3 91 3 0 5 0

浦和北 70 3 69 3 -1 10 1 越谷南 41 4 41 4 0 3 0

さいたま中央 43 2 43 2 0 5 0 越谷北 41 1 41 1 0 2 0

さいたまシティ 21 2 20 1 -1 3 0 越谷東 55 4 56 4 1 5 1

浦和北東 34 3 37 3 3 12 3 越谷中 13 3 13 3 0 1 0

さいたま新都心 37 0 37 0 0 5 0 第8グループ計 241 15 242 15 1 16 1

第2グループ計 205 10 206 9 1 35 4 八潮 33 2 33 2 0 3 0

大宮 63 2 66 2 3 3 5 八潮イブニング 12 0 12 0 0 2 0

大宮南 37 9 38 9 1 7 1 草加中央 7 3 7 3 0 0 0

大宮中央 37 1 37 1 0 3 0 八潮みらい 18 1 19 1 1 2 1

大宮シティ 55 3 55 3 0 5 0 草加松原 31 2 31 2 0 3 0

さいたま欅 33 2 37 2 4 5 4 草加シティ 16 6 17 6 1 4 1

さいたま大空 17 7 17 7 0 3 0 第9グループ計 117 14 119 14 2 14 2

第3グループ計 242 24 250 24 8 26 10 吉川 12 0 12 0 0 2 0

大宮西 114 10 115 11 1 15 1 三郷 25 3 26 4 1 3 1

岩槻 23 1 25 1 2 5 2 三郷中央 15 1 15 1 0 3 0

大宮北 9 0 9 0 0 3 0 三郷ウェンズデー 7 1 10 1 3 2 3

大宮東 37 1 43 3 6 5 6 松伏 18 2 17 2 -1 2 0

岩槻東 25 3 24 3 -1 4 0 吉川中央 14 3 14 3 0 3 0

大宮北東 11 1 11 1 0 3 0 第10グループ計 91 10 94 11 3 15 4

第4グループ計 219 16 227 19 8 35 9 川口 99 18 100 18 1 12 1

上尾 35 0 35 0 0 2 0 鳩ヶ谷 15 1 15 1 0 3 0

鴻巣 27 4 27 4 0 5 0 川口東 23 1 23 1 0 5 0

桶川 22 1 23 1 1 5 1 川口/鳩ヶ谷武南 21 3 21 3 0 3 0

上尾西 41 3 41 3 0 3 0 川口モーニング 25 2 25 2 0 5 0

北本 6 1 6 1 0 3 0 川口南 21 4 21 4 0 3 0

上尾北 20 0 20 0 0 2 0 川口シティ鳩ヶ谷 10 2 11 3 1 2 1

鴻巣水曜 29 2 29 2 0 2 0 埼玉ゆず 4 4 4 4 0 4 0

桶川イブニング 26 3 26 3 0 2 0 第11グループ計 218 35 220 36 2 37 2

第5グループ計 206 14 207 14 1 24 1 戸田 57 5 56 5 -1 2 0

春日部 27 1 27 1 0 3 0 蕨 18 4 20 4 2 2 2

杉戸 40 1 40 1 0 3 0 川口西 14 2 14 2 0 5 0

春日部西 27 3 27 3 0 5 0 戸田西 18 1 17 1 -1 2 0

庄和 17 0 17 0 0 2 0 川口北 25 3 24 3 -1 3 0

春日部南 28 1 28 1 0 3 0 川口北東 5 0 5 0 0 5 0

春日部イブニング 32 2 33 2 1 2 1 川口中央 10 1 10 1 0 2 0

第6グループ計 171 8 172 8 1 18 1 川口むさし野 16 3 16 3 0 2 0

戸田イブニング 10 0 10 0 0 2 0

第12グループ計 173 19 172 19 -1 25 2

地区合計 2313 203 2345 207 32 295 43

クラブ名

2022年
7月1日
現在

当月末
会員数

クラブ名

2022年
7月1日
現在

当月末
会員数

増減

 2022～2023年度8月 会員数報告

増減
目標

純増

通算
入会

目標

純増

通算
入会

2022/9/12　13:31印刷

2022 ～ 2023 年度８月 会員数報告



From CAR GRAPHIC Publisher

経歴：
1959 年東京生まれ。1985 年株式会社二玄社入社、CAR GRAPHIC 編集部配属。
2000年から同誌4代目編集長を務める。2007年から姉妹誌NAVI編集長を歴任。
2010 年、CAR GRAPHIC 事業／商標を二玄社から譲渡され、新しい出版社株
式会社カーグラフィック設立。
同社代表取締役に就任。現在に至る。
ロータリークラブ細淵雅邦ガバナーとはお互いの人生に欠かせない自動車を通じ
た 30 年来の友人。
サーキットやイベント会場で度々顔を合わせるだけでなく、先日は某有名シン
ガーのライブ後、イタリアンレストランで大騒ぎしたばかり。

株式会社カーグラフィック　代表取締役　　
加藤 哲也

　GG今号はロータリークラブが長年に渡り取り組んでいるポリオ根絶がテーマだと聞いた。なので今回はそのテーマ
カラーである「赤」をテーマにこのコラムを書こうと思う。
　僕と細淵雅邦ガバナーとのつきあいは相当長い。優に30年は超えるだろう。縁の始まりも、長く心を通じ合わせる
最大の要因は車。彼はあるドイツ車の魅力に心酔し、僕はといえば個人的にイタリアの某ブランドに心惹かれる。
　しかしだからと言って巨人ファン対虎党と違い、それが友情の妨げとはまったくならない。AKBファンとも異なり、
対抗意識にも繋がらない。むしろ同じ車好きであることの連帯感の方がはるかに強い。
　色の話題に戻そう。今でこそレーシングカーはすべからくスポンサーカラーやロゴに埋め尽くされているが、50年
ぐらい前までは違った。F１は特にそう。国籍によってボディカラーが定められていたのである。ジャーマンシルバー、
ブリティッシュグリーンといった呼び方をお聞きになったことがあると思うが、それはそのままF１のカラーリングに
当てはまった。
　赤はもちろんイタリアのナショナルカラーだ。イタリアンレッド、ロッソイタリアーノは今ではフェラーリの象徴であ
る。実はフェラーリのカリスマ創業者、エンツォ・フェラーリは元々アルファ・ロメオのレース部門のリーダーを務めた人。
もちろんそのアルファ・ロメオも、フィアットも、ワークスのレーシングカーは真紅に塗られていた。
　３年前に公開されたハリウッド映画「フォードvsフェラーリ」をご覧になったロータリアンの方もいるだろう。ルマ
ン６連勝中の名門フェラーリに、大西洋を渡った挑戦者フォードがついに勝利を収める内容だ。
　実は本当のドラマには続きがあって、あの勝利から８ヵ月後、アメリカはフロリダで開かれたデイトナ24時間に挑
んだフェラーリが、フォードを下して見事ワンツースリー・フィニッシュを飾り表彰台を独占。見事雪辱を果たしたのだっ
た。
　史上最も美しいスポーツプロトタイプと今も言われ
る真紅のマシーンが3台横並びでチェッカーを受ける
瞬間を切り取った写真は、当時8歳だった僕の脳裏に
鮮やか焼きつき、今も記憶に残っている。
　そしてこの夏、僕は３年ぶりに海外に渡った。ルマ
ンで敗れ、デイトナで雪辱を果たしたドラマチックな
マシーン、330P3/4にオマージュを捧げた599台限
定の新型車、デイトナSP3を操縦するために。試乗
車は黄色と赤が用意されていたが、迷わず選んだのは
もちろん赤のフェラーリである。
　Stop�the�Fordを果たした赤は、End�Polioを目指
すロータリークラブの活動に相応しい色だと思う。
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国際ロータリー第2770地区事務所

2022-23 年度地区大会　実行委員長　
桶本　毅
（浦和 RC）

ご 挨 拶

ピンクリボン　　オンラインピンクリボン　　オンライン
ウォーク＆ラン in 埼玉ウォーク＆ラン in 埼玉

まずは
公式ＨＰから

エントリー手
順はコチラ

共催：ピンクリボン運動推進埼玉県委員会
　　　国際ロータリー第２７７０地区
　　　戸田中央メディカルケアグループ

2022年10月１ 日（土）
～10月31日（月）

why  d o n ' t  y o u  j o
in  us?

　2770 地区の皆様　こんにちは。
　この度、月信編集委員会よりご挨拶の機会を頂けま
した事感謝申し上げますと共に、少しだけ細淵ガバ
ナーとの馴初めについてお話させて頂きます。
　私と細淵ガバナーとの関係ですが、まず住まいが
同じさいたま市の南区エリアで車でお互い７分程度
の距離。年齢も私が当年 63 歳で彼が一学年下の 62
歳、そして何よりも私が浦和RC第 62 代会長の時に
細淵君を第 64代会長として指名させて頂いた指名会
長であるという事です。細淵君のクラブ会長時の幹事
は、現在地区幹事の近藤君です。因みに地区幹事の近
藤君とロータリーの友地区代表委員の山内君は私が 2
回のクラブ幹事の時にそれぞれ副幹事を務めて頂いた
間柄です。体育会系を自負するものとして、細淵君か
ら地区大会実行委員長を依頼された時は躊躇無くお受

けした次第です。また、地区大会に先んじて記念チャ
リティーゴルフ大会実行委員長の浦和中RC村上君は
ガキの頃からの竹馬の友でもあります。
　地区大会開催も来月にせまり実行委員会もいよいよ
火急の状況に至っておる所でございます。
　ロータリーの友情、更には義理人情に後押しされた
実行委員長の私ではありますが、組織トップに大先輩
の籠島大会委員長を頂き、ロータリー歴23年間で培っ
た経験を基に、大会テーマ「ロータリーで人間力向上
を！」に沿う様な地区大会を開催出来ます様、第１G
のコ・ホストクラブの皆様も含め実行委員会一同邁進
していく所存です。
　2770 地区の皆様には、地区大会への更なるご協力
を心よりお願い申し上げます。
　地区大会へ参加しましょう！

10月は世界の乳がん月間です。
乳がんは現在、日本女性が罹患

するがんの 1 位であり、９人に 1
人がその生涯のうちにかかるといわ
れている身近な病気で、毎年約 9.5
万人が乳がんに罹り、約 1.5 万人が
乳がんで亡くなっています。
30 代から 50 代という、家庭に

おいても社会においても活躍すべき
若い世代に多いのも他のがんと異な
る特徴です。
「埼玉に伝えようピンクリボン」
をスローガンに、今年、６回目とな
る「ピンクリボンオンラインウォー
ク＆ラン in 埼玉」を開催いたします。
（注：定員 3000 名で受付終了）

また、さいたまスーパーアリーナ、
大宮ソニックシティそして埼玉会館の
３か所でピンクリボンにちなんでライ
トアップいたします。このイベントを
通じて、乳がん検診率アップを目指し、
乳がんの早期発見・早期診断・早期治
療、そして再発防止につながることを
願っております。

10 月の乳がん月間期間中に 5km
又は 42.195km をウォーキング又は
ランニング（併用可）するイベントで
す。5km又 42.195km をゴールする
とアプリから完歩証が送られます。


