２０２１-２２年度テーマ
｢奉仕しよう みんなの人生を
豊かにするために」

地区運営方針
｢奉仕しよう みんなの人生を
豊かにするために」
～奉仕するとき、誰かの人生だけで
なく自分の人生も豊かになる

クラブ方針
「新たなスタート
変化と成長を求め
親睦と奉仕を楽しもう」

例会場

魚庄別館 2F

点鐘

12:30

会長

飯野浩一

幹事

小林健男

司会

伏見晴雄

✰斉唱

国歌「君が代」

それでこそロータリー
今月の歌

みなさん、ご出席ありがとうございます。
Ｚｏｏｍ出席の方もありがとうございます。
季節の変わり目を迎え、体調など崩されていませ
んでしょうか。ウクライナ情勢、コロナ、インフ
レ懸念と心配事は尽きませんが、私たちにはどう
することもできませんので、変化に対応してい
くしかありません。自分でできることに努めて、
健康第一を心がけていきたいと思います。
４月２４日の清掃奉仕活動に参加された皆様には、土曜日の早朝か
ら長時間にわたり、ありがとうございました。天候が怪しかったので
すが、２００名程も参加者に集まっていただき、しっかりした奉仕活
動をさせていただけたと思います。また、先月、地区補助金通常枠を
活用した市内保育園への絵本の贈呈を実施しました。先日、市の関係
者の方からお礼のお言葉を代表して頂戴し、園児や保母さんがたいへ
ん喜ばれているとのことでした。それぞれの担当していただいた方々
に感謝申し上げます。
本日は、山田慎太郎様がいらっしゃっていただいております。この
後入会セレモニーを経て仲間入りとなります。若い仲間が増え、うれ
しい限りです。末永く一緒に活動してまいりましょう。よろしくお願
い致します。
本日の卓話は、大宮南ロータリークラブ所属の地区インターアクト
委員長の佐藤誠様に「今こそ原点回帰の機会 知ろう！『インターア
クト』」というお題でお話をいただきます。コロナ禍の影響を大きく
受けられたいへんなご苦労があったと思います。今月は青少年奉仕月
間ということもあり、インターアクトについてきちんと学びたいと思
います。どうぞよろしくお願い致します。
それでは、本日もよろしくお願い致します。

茶摘み

✰唱和
ロータリーの目的

野村 均

四つのテスト

齋藤 清

✰お客様紹介
島村 功
大宮南ロータリークラブ
第 2770 地区
インターアクト委員長
佐藤 誠様
✰入会式

山田慎太郎氏

✰卓話
知ろう！今こそ原点回帰
「インターアクト」
佐藤 誠様

＜国際ロータリー日本事務局＞
・２０２２年５月のロータリーレートは 1 ドル＝１３０円
＜第 2770 地区事務所＞
・ロータリー財団部門より「財団 NEWS」ご案内
・職業奉仕部門より「職業奉仕部門講演」ご案内
＜ガバナー補佐事務所（久喜ロータリークラブ）＞
・第 7 グループ IM ゴルフ御礼
＜連絡事項＞
・1 月にご逝去された白濱龍興会員ご家族よりお礼の手紙と香典返しを
いただきました。
・本日例会後、理事役員会を開催致します。よろしくお願いします。
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✽ロータリー財団委員会

加藤 始

・財団地区補助金（通常枠）にて
社会奉仕事業として蓮田市内公立保育園に幼児向け絵本・玩具を寄贈しましたので報告します。
✽親睦委員会

島村 功

・6/5（日）～６（月）1 泊 2 日 場所：岐阜・名古屋方面 親睦家族同伴旅行を開催します。
詳細をメール・FAX にてご案内しております。締切は 5 月 10 日でしたがまだ余裕がございます。
ご参加のご検討を頂きますようよろしくお願いします。
✽会員増強委員会
・新会員紹介

岩崎一隆

山田慎太郎さん

株式会社 Zero to One 代表取締役

【推薦者】中野政廣会員
山田慎太郎さん
株式会社 Zero to One
学習塾を経営しています。
また、蓮田駅西口日信ビルにて
コワーキングスペース運営もされ
ています。
35 歳
これからの活躍が期待されます！
どうぞよろしくお願いします！！

飯野会長よりロータリーバッジの着装

想いを形にしていることをどれだけ若い世代がやっていけるのか
若い世代は気持ちがあっても皆様のような先輩方のご経験など欠けてお
りますので先輩方にしっかりと教えて頂きながら、蓮田市が活性化でき
るように活動していきたいと思います。

5 月のお祝い
会員誕生日
会員結婚月
川田金造
野村 均
配偶者誕生日

黒須雅行
桐田直樹
金子淳美
栗原 均
近藤敏子
野村美穂
田中久美子

土橋克美
山岸茂夫
篠原大嗣
深田和江
近藤和美
篠原知恵

黒須雅行さん

会員一同拍手で新会員「山田慎太郎さん」を
お迎えしました！「入会おめでとうございます！」

川田金造さん

栗原均さん

野村均さん
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今こそ原点回帰
知ろう！
「インターアクト」
大宮南ロータリークラブ
第 2770 地区インターアクト委員長
佐藤 誠 様
佐藤 誠 1963 年 7 月 5 日生まれ 58 歳
ロータリー歴
2006 年 9 月入会 飯野雪男ガバナー（蓮田ＲＣ）年度
2008 年 クラブ幹事（インターアクト協議会スポンサークラブ）
2009 年 クラブ新世代委員長（同年次大会スポンサークラブ）
2012 年 クラブ会長
2014 年 濱野ガバナー年度 地区副幹事
2018 年 地区インターアクト委員
2019 年 同上（小林インターアクト委員長）
2020 年 地区インターアクト委員長

世界中 あ

！

全世界

数

:

24,645
ド…8,623

カ…5,784

ィ ピ …1,157

日本…633

韓 …741
2019 年 8 月

→

ジ …1,077

202１年 3 月 18 日現在

インターアクトクラブ数 15,758
減ってしまっている。コロナ禍の影響？！
第２７７０地区のインターアクトクラブ
現在、実質的に活動しているのは２３校
当地区では全て高校のクラブ

2010 年『新世代奉仕』追加
地区 青少年交換が国際奉仕から新世代部門へ
2013 年『青少年奉仕』名称変更
地区 2014 年度より「青少年奉仕部門」に
2015 年度 加藤 始（蓮田 RC）
青少年育成・インターアクト委員長
2016 年度 青少年奉仕部門委員長

●

：

指導力養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕プ
ロジェクトへの参加、世界平和と異文化の理解を深め育む
交換プログラムを通じて、青少年ならびに若者によって、
好ましい変化がもたらされることを認識するもの。
●インターアクト委員会
●ローターアクト委員会
●ライラ（RYLA）委員会
●青少年交換委員会

【インターアクトの目的】
・世界に友だちを広げながらボランティア精神と国際感覚を身につける
・12～18 歳の中学・高校生が、地元でのボランティア活動や海外の
インターアクト会員との交流を通じて視野を広げ、国際感覚を養う
・ロータリークラブの支援を受けて設立される。
・友だちと一緒に楽しみながらロータリーの「超我の奉仕」を学び行動
力を身につける。

２７７０地区の「インターアクト」の主な活動

・各インターアクトクラブの活性化推進。
・インターアクトクラブの提唱をクラブに呼びかける。
・インターアクト年次大会、インターアクト協議会の
・インターアクターがロータリーと関わり続け、ロータリーの
開催支援と参加推進。
プログラムや活動に参加し、卒業後にほかのプログラムに移行
・毎年８月に年次大会、２月に協議会が開催。
できるよう支援する。
・韓国第３７５０地区インターアクターとの交流事業。
・インターアクターが、ロータリーのプログラムや活動に参加
当２７７０地区と韓国３７５０地区のインターアクター
できるよう支援する。
交流事業は３０年以上継続している。
・学校側、特に顧問教師会との連携を密にし、 定期的な会合を実施する。

中学生世代 も
例
元 中学
自治
PTA

体験 せ
！
生徒 や部
連携
育
コミュニティス
連携も

(

域 お祭 等
性化
域
も公共

ジ向上 も寄与)

各学校からのお声がけとロータリークラブからの
ご提案よろしくお願いいたします。

知ろう！盛り上げよう！Interact

卓話ありがとうございました！
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佐藤 誠様
宜しくお願いします。
飯野浩一さん 佐藤様 本日はお忙しいなか、ありが
とうございました。山田さん 蓮田
ロータリークラブへようこそ。
小林健男さん 佐藤誠地区インターアクト委員長
本日は卓話よろしくお願いします。
田中雪心さん 大宮南ロータリークラブインターアクト
委員長 佐藤様ようこそ。
山田様入会おめでとう。
秋葉功四郎さん 5 月 30 日の第四回飯野年度ゴルフの
参加宜しくお願いします。
岩崎一隆さん 佐藤地区インターアクト委員長 卓話あ
りがとうございます。
川田金造さん 結婚祝いありがとうございます。
栗原 均さん 創業 80 周年を社員と祝いました。
ニコニコ
栗原比呂志さん 佐藤様 本日卓話よろしくお願いい
たします。山田様ようこそ蓮田 RC
へ。
黒須雅行さん 生誕祝い有難うございます。RI2770 地
区インターアクト委員長 佐藤さん卓話
宜しくお願いします。
齋藤清和さん 今月はいよいよＲＹＬＡの本研修で宮古
島へ行ってきます。次年度も研修生の派
遣をよろしくお願いします。
齋藤 清さん いつもお世話になります。
佐々木隆史さん 本日もよろしくお願いいたします。
島村 功さん インターアクト委員長 佐藤誠様卓話よ
ろしくお願い致します。山田慎太郎様出
席ありがとうございます。
田中政司さん 地区インターアクト委員長 佐藤様
卓話ありがとうございました。山田様
ようこそ蓮田ＲＣへ。

関根
田中

浩さん 本日も宜しく御願い致します。
靖さん お世話になります。新橋より宇都宮線ポ
カポカでした。あたたかくなりました
ね。佐藤誠インターアクト委員長 卓話
ありがとうございました。
田原春夫さん インターアクト委員長 佐藤誠様ようこ
そ！卓話有りがとうございます。
土橋藤男さん お世話になります。
富田 穰さん 選挙たけなわ！当クラブ候補ガンバレ！
I・A の佐藤さんようこそありがとうござ
います。本日も宜しくお願いします。
野村 均さん 結婚祝い・夫人誕生祝ありがとうござい
ました。佐藤様卓話宜しくお願いしま
す。
深江瑞枝さん インターアクト委員長 佐藤様ようこそ
蓮田ロータリークラブへ。新入会員 山
田様ようこそ。よろしくお願いします。
伏見晴雄さん 本日も宜しくお願い致します。
舟山清志さん 第 2770 地区インターアクト委員長
佐藤様 そうこそ蓮田クラブへ。本日
の卓話宜しくお願い致します。
武藤倫雄さん 佐藤様 卓話ありがとうございます。
本日もよろしくお願いいたします。
森伊久磨さん ただ今、天下の分け目の大決戦の最中
です。今日は鰻で栄養補給に参りまし
た！山田新会員ようこそ蓮田ＲＣへ。
大歓迎です！
八鍬伸一さん 大型連休も終わり、春風がさわやかな
季節になりました。
渡辺 圭さん 佐藤誠様 ようこそ蓮田ＲＣへ。本日の
卓話ありがとうございます。山田さん、
これからいっしょにたのしみましょう。

総数

出席

リアル

Zoom

欠席

本日の合計

累計

総数

５０

31

2９

２

19

￥83,000

￥1,172,000

2８名

本日の出席率

６２．００％

例会場 魚庄別館 ２Ｆ
事務所 蓮田市西新宿１－４８－１
例会日 水曜日 12:30～13:30
ＴＥＬ 0８０-９３９６-９８１０
ＦＡＸ ０４８-７２０-８２２７
ｅ-mail hasudarc@gmail.com
http：//www. hasuda-rotaryclub.com/

目標額
会 長
会長エレクト

飯野浩一
栗原 均

公共イメージ向上委員長
副委員長
委 員

￥1,700,000
幹 事 小林健男
副会長 田中雪心
副幹事 栗原比呂志
金子 淳美
武内 里佳
深江 瑞枝
濱谷 楽夢
渡辺 圭

