
皆様、こんにちは。とうとう大宮RC今年度最終
例会の日がやってまいりました。最終例会にふ
さわしい、素敵な会長スピーチができないかと
長時間考えましたが、相応しい原稿が思い浮
かばなかったのは、これも田中らしさということ
でご容赦ください。

今年度、収束しそうでしなかったコロナ禍の
中、会員の皆様にとって満足いただけなかっ
た点も多々あったかと思いますが、会長幹事
無い知恵を振り絞って、本日まで何とかクラブ
運営を行ってまいりました。今年度の印象的
なイベントとしましては、10月開催ポリオデー
のポリオ根絶チャリティ クラシックカーラ
リー、ロータリーデーのeスポーツ大会、12月
開催クリスマス例会inユニバーサル・スタジ
オ・ジャパン、5・6月の親睦例会や伊香保への
親睦旅行などを、会員の皆様の多大なるご協
力のもと行うことができました。大瀧会員の大
瀧酒造からの例会中継や大宮公園でのお花
見なども思い出深いイベントでした。
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COVID19に負けずに「クラブに変化と成長を」
「より良い世界のために…」
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2021-22年度クラブテーマ

このように何とかロータリー活動を行いましたが、世界中の社会・経済に与える大きさから、今後も継続的にコロナの感
染状況に目を向けることは重要だと思います。専門家の予測ですと、春・夏・秋と落ち着いていた感染状況が、冬の到
来そして第3回目のワクチン接種効果の減少とともに、オミクロン株や新型株の再燃が懸念されるであろうとのことで
す。今年中の第4回目のワクチン接種や新薬の開発・供給に期待したいと思います。

また本日参議院選挙が公示され、選挙戦がスタートします。政治家の皆様にはコロナから国民の命を守る、そして二次
的・三次的に人命が奪われるような被害が出ないような、血の通った政治を切に望みます。

以上は悲観的シナリオで楽観的シナリオではワクチン接種がもたらす集団免疫の獲得および新薬の開発・供給により
収束に向かうことも充分あり得ると思っております。

そのような状況下で大宮RCを次年度三浦年度にスムーズにバトンタッチできるよう、年度末の6月30日まではクラブの
代表であるとの自覚を持って、気を緩めることなく日々過ごしてまいります。

大宮RC実に66年におよぶ永い歴史の中で、先達の皆様方が醸成してきたクラブイズム、クラブ風土、そして他クラブ
にはない得も言われぬ緊感あふれる雰囲気を壊すことなく次年度に引き継ぐことができるのか、もうしばらくの間自問
自答したいと思います。以上今年度最後の会長挨拶と致します。

幹事報告
内藤考三 幹事

お客様ご挨拶
大宮ローターアクトクラブ
幹事　永野崇佑 様

司会
栗岡宏治 会員



再会に感謝再会に感謝



クラブ協議会「１年間を振り返って」クラブ協議会「１年間を振り返って」
田村眞 SAA（会場監督）
21-22 年度も「新型コロナ感染防止対策」が実施された社会環境の中、通常例会、各事業
を実施するのに前年度同様に暗中模索の中ハイブリッド例会が主であった。
特記すべきは令和 4年 1月下旬から 3月下旬迄の間「まん延防止措置」が発出され、全て
の例会WEB(ZOOM) 開催であった為に出席率は最悪となったが、4月上旬からはプログ
ラム等を積極的変更して、会員がリアル出席したくなる方向性にした結果、順調に出席率
も大幅に回復した。
1年間、例会運営に奉仕された田中会長と内藤幹事に心より感謝します。

進藤博司 クラブ活性化戦略計画推進委員長
行事としては、地区に於いて「ポリオ根絶クラシックカーラリー」、ローターアクトと共
に「ｅスポーツ大会」などを行い好評を得ました。また、会員増強についても女性の入会
を推進し、更なる親睦を図る上で、家族参加型のクリスマス例会や、伊香保への会員親睦
旅行などを実施。コロナ前の活気が幾分戻って来て、とても喜ばしく思います。また、次
年度以降も皆で「手に手つないで」協力し、親睦を大切にしていって欲しいと思います。

中川高志 クラブ研修リーダー
田中会長、内藤幹事 1年間お疲れさまでした。コロナ禍にありすべてのクラブが休会を余
儀なくされる中、一度も休会することなく、リモートを上手に活用したクラブ運営は素晴
らしいものでした。会員一人一人にきめの細かい話かけをした会長卓話は心温まるものが
ありました。コロナ禍にありながら終わってみれば、クリスマス会、会員旅行、打ち上げ
など大宮RCのすべてのプログラムを遂行してしまったお二人の手腕に感服します。個人
的には健康上の問題があり出席もままならずクラブ研修委員長として田中年度を十分支え
ることができませんでしたが、お二人の実力で素晴らしいロータリー年度になりました。
おめでとうございます。

遠藤省吾 会員増強委員長
この１年間はコロナ禍で会員増強に厳しい時代でした。
田中年度当初細谷一樹さんの入会で始まりました。その後に続く新会員の入会が出来ない状態
でした。そんな中、会員強化として竹内ゴルフ部会幹事によるゴルフコンペが６回開催出来ました。
コロナ禍で密にならずに楽しく交流を深めることが出来たのではと思います。
星野晃一郎会員の紹介で増戸浩子さんが入会され女性会員が２名となり次年度の女性会員拡充
が楽しみになってきました。
また年度末に同じく星野会員の紹介により春日部イブニングに在籍した鈴木伸雄さんも入会するこ
とになりました。また、パスト会長大河内武次先輩のお孫さんの例会見学も重なりました。法人
会員の交代会員の入会もありましたが実質の新会員が少なく次年度は副会長として増強に取り組
んで行きます。

兼杉文子 公共イメージ委員長
田中康之会長　内藤考三幹事の元、コロナ禍に於いて公共イメージ委員長を拝命いたしま
したが ZOOMでの参加も多く、これまでのロータリー活動が現代的に変化したことを感
じた 1年でした。氷川神社でのクラシックカーラリーから、ステラタウンへ移動しての e-
スポーツイベントは大宮ロータリーとしての新しい取り組みになりました。個人的には早
朝より留学生の劉ショウキンさんと行動を共にし、フォローしながら、大宮ロータリーク
ラブ構成員としての役割を保つことも出来たと感じております。

小坂良二 クラブ管理運営委員長
田中会長年度がスタートした2021年7月は「まん延防止重点措置」の期間中でした。以降、第3
回緊急事態宣言60日、まん延防止重点措置　のべ92日、段階的緩和措置24日、計176日に及ぶ
国や行政からの制約を受けた中でのクラブ運営となりました。
ズーム、ハイブリッド併用での例会運営を継続できたのも田中会長、内藤幹事の熱い思いと長時間
に及ぶ労力の提供によるものとお二人には深く敬意を表します。
また、大阪ユニバーサルスタジオジャパンでの「クリスマス例会」、「伊香保温泉親睦旅行」に加え、
夜間例会が3回無事盛大に開催できましたのも会員皆様のご理解、ご協力のお蔭と厚く御礼申し上
げます。一年間ありがとうございました。



齋藤守毅 財団委員長
まず米山、財団ともにご寄付頂いた会員の皆様に感謝申し上げます。ありがとうございま
す。
今年度もズームでの例会が多数開催され、皆さんと直接顔をあわせる機会が少ない年度で
した。財団委員会では会員の皆さんに寄付をお願いする立場です。寄付というと聞こえは
いいですが、実際は 10万円からの金額の寄付を皆さんにお願いする上で、やはり顔をあ
わせてお願いするのがスジかと思い、目標額まで遅々として進まない状況でした。まぁ結
局電話でお願いしても怒られなさそうな方々に寄付のお願いをして何とか目標額を達成で
きました。現状、米山、財団ともに会費から若干寄付に捻出して頂いていますが、会員の
皆さんには米山、財団に寄付する意味を更に熟知して頂
き、寄付のお願いが来たときは快く寄付をしていただく環境を作らなくてはと考えました。
多くの会員から受け付け、米山、財団についての卓話、千日会での勉強会を開催して全会
員の皆さんで両財団に対する理解を深める事で寄付へのハードルが下がるかと考えます。

岩田尚明 青少年奉仕委員長
青少年奉仕委員会は、青少年交換プロジェクト委員会と青少年育成委員会の 2つの委員会
に分かれています。
青少年交換プロジェクト委員会については、昨年度からの新型コロナウイルスの影響で、
地区の青少年交換も大宮RCのトレントン交流も中止になってしまった関係で、残念なが
ら今年度も、特に活動することもなく、担当の渡邉委員長に活躍して頂くことがありませ
んでした。
青少年育成委員会については、矢崎委員長中心に、大宮RACの例会に田中会長にも参加
して頂き、色々と活動を探りました。吉田RAC会長と上手く連携が取れず、大宮RCと
してもなかなかフォローが出来ませんでしたが、RACとしては、Zoomを使った例会や
他地区他クラブとの合同例会や募金活動なども新型コロナの影響がある中で頑張って活動
をしていました。その中で唯一、クラシックカーラリーや eスポーツでは、一緒に活動が
出来ました。もっと、連携をして活動が出来れば良かったと反省が残る一年でしたが、来
週RACの最終例会がありますので、次年度永野年度に繋がるように締めくくりたいと思
います。一年間ありがとうございました。

内藤考三 幹事
1 年間クラブの運営にご協力いただきまして皆さまに感謝申し上げます。
田中会長の強い意志によりコロナ禍のなかでとにかく活動を止めないことを念頭に例会、
週報、ニコニコのオンライン化を進めたことにより一度も休会することなく実施すること
ができましたことはちょっと自慢です。また感染状況の間隙を縫って eスポーツ大会、ク
ラシックカーラリー、クリスマス例会、親睦旅行、夜間例会、6回に及ぶゴルフコンペな
ど大きなイベントを皆様のご協力のもと実施することが出来たのは幸運でした。中でも中
川パストのご指導のもと大口補助金獲得のために連日深夜に及ぶ資料作成とリハーサルを
したことは、年度が始まる前に田中会長との距離が縮まったいい思い出です。
幹事として会長、役員の皆様そして会員の皆様には多くのご迷惑をおかけいたしましたし、
全てのご期待に沿うことはとても出来ませんでしたが、私個人としてはとても勉強になっ
た充実した 1年を過ごすことができました。
最後に、使えない幹事を見捨てずに導いてくださった会長、そしてきめ細やかにお手伝い
頂いた難波さんに最大の感謝をさせていただきたいと思います。
ありがとうござました！

星野晃一郎 奉仕プロジェクト委員長
１年間大変お世話になりました。
特に小林康一委員長、橋本和久委員長、福島謙二委員長をはじめとする委員会の皆様、あ
りがとうございました。
会長の強運でコロナ禍にも関わらず、地区主催のクラシックラリー、大宮RACとの共催
eスポーツ大会を成功させることができました。
惜しくも職業奉仕の研修旅行は中止になりましたが、ご尽力頂き感謝しています。
終盤の書き損じはがきでは、大宮RC単独で 170 万円以上、合計 250 万円以上を集める
ことができました。
すべてはご参加頂いた会員のおかげです。ご協力ありがとうございました。



田中康之 第66代会長
先程の会長挨拶の中で私の気持ちは大方申し上げましたが、最後に皆様に申し上げたいこ
とは大宮RC会員お 1人お 1人からの協力、そして役員・理事の皆様からの協力、そして
女房役の内藤幹事からの助けがなければ、1年間のクラブ運営を到底乗り越えることがで
きなかったという思いです。大宮RC会長を経験させていただき自分なりに頑張りました
が、至らない点を皆様からフォローしていただき、自分に関わっていただいた全ての皆様
にこれからも感謝の心を忘れずに次年度以降もお付き合いしていきたい、あらためてそう
感じた 1年間となりました。本当にありがとうございました。

平田繁  副会長
目まぐるしく変化したコロナ禍にありながら、田中会長、内藤幹事お見事でした。また、いつもお
二人が仲良くされていたり、会員よりも楽しんでいるような姿を見る度に、この二人で良かったと
喜んでおりました。至らぬ副会長ではありましたが、どうにか１年間勤め上げることが出来、大変
ありがとうございました。
そして、２２年にわたり会員の皆様には、大変お世話になりました。これからも昼夜問わず、お目
にかかることがありましたら、無視せずに「ヤー」とお声掛けを頂ければ幸いです。
心より感謝申し上げます、ありがとうございました。

山本和保 副会長
副会長に任命された際、自分には務めることが出来るか、正直なところ不安でした。会員
仲間からは、「大丈夫だよ、主な仕事は例会の際のお客さん紹介くらいだよ」と伝えられ、
それなら自分でも務まるのかなあと思い引き受けることにしました。
実際に田中会長、内藤幹事を支えになっていたかどうか自分では分かりませんが、会員の
皆様に助けられ、何とか務めることが出来ました。有難うございました。
思い出に残ることは、世界ポリオデーの「クラシックカーラリー」が一番の印象な出来事
です。コロナ禍において２年越しで行ったこと、予算などの関係により第 2770 地区で主
催しましたが、主に活動したのは、橋本会員が中心になり「大宮ロータリークラブ」でし
た。当日は、好天にも恵まれ、他の地区と共同にて実施しマスコミにも取り上げられる大
きな成果を上げることが出来ました。
当クラブの存在感を示す絶好の機会となり、クラブとして満足できるものでした。
会員の皆様のご協力に感謝するとともに、田中会長、内藤幹事大変有難うございました。



2022年7月13日（水）-第3239例会
卓話　書き損じハガキによるネパール学校建設の現地協力者
　　　垣見一雅様

例会へのzoom出席
ミーティングID：949 5433 8056
パスコード：025415

週報バックナンバー ※zoom配信動画も閲覧できます
https://omiya-rc.jp/report/ （パスワード：omiya）

次回例会案内次回例会案内出席率

60.94%

出席者数

39名

会員数

64名（58名）

例会

第3237例会

当日

6月22日

ご協力ありがとうございました！

6月22日の合計金額 67,964円
（累計金額 1,567,221円）

お疲れ様でした。（小林康一）
一年お世話になりました。（関口　茂）
田中年度、りっぱな一年でした！！（岸聡）
お疲れ様でした。（萩原　淳）
田中会長、内藤幹事一年間本当にありがとうございまし
た！（兼杉文子）
田中会長、終わってみればアッという間でしたね。大阪旅
行は一番の思い出です。お疲れ様。（渋木理俊）
田中会長はじめ役員理事の皆様一年間ご苦労様でした。
（岩﨑　彰）
田中会長、役員の皆様、一年間お疲れ様でした。（谷　和
彦）
田中会長、内藤幹事お疲れ様でした。お二人の熱い思い
が込められた充実した一年でした。（小坂良二）
田中会長、理事の皆様、一年間ありがとうございました。
（川島利雄）
会長、幹事、今年度も本当にありがとうございました。最高
に楽しませていただきました。（足立空也）
田中会長、お疲れ様でした。ハメはずさないでね。（齋藤守
毅）
田中会長、内藤幹事はじめ役員、理事の皆様、一年間ご苦
労様でした。ありがとうございました。（田村眞）
一年間お疲れ様でした。大変お世話になりました。（星野
晃一郎）
RAC永野幹事お疲れ様でした。また、次年度もよろしくお
願い致します。（星野晃一郎）
田中会長、内藤幹事一年間お疲れ様でした！(竹内裕司)
田中会長、コロナ禍での一年間大変お疲れ様でした。（橋
本和久）
内藤幹事、副会長の皆様、一年間大変ありがとうございま
した。（橋本和久）
家内誕生日祝の「お花」ありがとうございました。又、田中
年度会長はじめ役員の皆様、一年間ありがとうございまし
た。（岩瀬雄一）
三浦年度心より楽しみにしております。（足立空也）
田中会長、内藤幹事、平田副会長、山本副会長、一年間あ
りがとう御座居ます。（飯野耕司）
田中会長、内藤幹事、一年間ご苦労様でした。（遠藤省吾、
山蔭　仁）

【オンラインスマイル】
田中会長、内藤幹事一年間お疲れ様でした。(小川武士)

田中会長、内藤幹事、一年間お疲れ様でした。（岩田尚明、
福島謙二、山本和保）
次年度三浦年度幹事を努めさせて頂きます。皆様宜しくお
願い致します。（岩田尚明）
田中会長、一年間ありがとうございました。（三浦守）
内藤幹事、一年間ありがとうございました。（三浦守）
栗岡さん司会お疲れ様です。（齋藤守毅）
本日司会を担当させていただきました。ご協力ありがとうご
ざいます。（栗岡宏治）
栗岡さん、本日は司会ありがとうございます。今年度は会場
設営などお世話になりました。（田中康之）
大宮ローターアクトクラブ永野幹事、大宮RCへようこそ。
次年度もよろしくお願いします。（田中康之）
最終例会おめでとうございます。今年度も大宮ローターア
クトクラブの活動にご協力いただきありがとうござ
いました。次年度も引き続き、よろしくお願い致します。（大
宮ローターアクトクラブ幹事　永野崇佑）
入会候補者2名の氏名発表があり、お2人の入会が待ち遠
しいです。（田中康之）
大宮RC今年度役員、理事の皆様、お蔭様で最終例会を終
えることができそうです。大変お世話になりました。（田中康
之）
内藤幹事と2人で一年間やってきて、本当に良かったです。
愛が芽生えました。（田中康之）
平田、山本両副会長、一年間支えて下さり、ありがとうござ
いました。（田中康之）
事務局　難波さん、一年間支えてくださり、感謝申し上げ
ます。（田中康之）
エレクトーン田中睦美さん、完全オンライン例会などあり、
ご迷惑をお掛けしましたが、一年間ありがとうございまし
た。（田中康之）
小坂さん、パレスホテル大宮様には今年度も大変良くして
いただき、心より感謝申し上げます。（田中康之）
次年度役員、理事の皆様、第一回理事会お疲れ様でした。
一年間よろしくお願い致します。（田中康之）
今年度一年間多大なるご迷惑をおかけいたしました。ご協
力ありがとうございました！（内藤考三）
田中会長、内藤幹事、一年間お疲れ様。すばらしい一年で
した。（中川高志）
川島さん、パスト会長会ではお世話になりました。（大瀧榮
壽）
田中会長、一年間ご苦労様でした。ありがとうございまし
た。（大瀧榮壽）
内藤幹事、一年間ご苦労様でした。（大瀧榮壽）
田中会長、内藤幹事、一年間ご苦労様でした。（進藤博司、
岩井孝一）
田中会長、お疲れ様でした。（増戸浩子）
田中康之、内藤幹事、平田副会長、山本副会長お世話に
なりました。（小林義久）
久しぶりの例会出席です。この度は大変ご迷惑をおかけし
申し訳ありません。よろしくお願いいたします。（矢埼直良）
田中会長、内藤幹事他、理事、役員、委員長の皆様一年間
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