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幸⼿市スポーツ少年団

根岸孝治

様

⼦育て応援まつり実⾏委員⻑ ⼩川万⾥⼦様

⼩林達郎 （こばやし たつろう）様
中田盛夫（なかた もりお）様 ZOOM参加
舟山清志
（ふなやま せいし）様
根岸孝治
（ねぎし こうじ）様
⼩川万⾥⼦ （おがわ まりこ）様
野川 真理⼦（のがわ まりこ）様

May's garden

誕生祝

野川 真理⼦ 様

宮杉勝男会員（左）梨本松男会員（右）

会⻑挨拶 関 裕 会⻑
皆さんこんにちは。

本日は第 2595 回例会、お暑い中おいで頂きありがとうございます。
お客様としてまずは、第７グル−プガバナ−補佐の⼩林達郎様、ZOOM ではありますがガバナ−補佐幹事 中
田盛夫様。本日は『公式訪問に向けての準備』と言う事で、ご指導ご鞭撻の程お願いいたします。
続きまして地区⻘少年交換委員会

委員

⾈⼭清志（ふなやませいし）様。交換留学⽣の紙本弥真⼈（かみ

もとやまと）君がお世話になっています。来月末頃には出発の予定ですので宜しくお願いします。
続きまして地域ボランティア団体の、幸手市スポ−ツ少年団本部⻑
育て応援まつり実⾏委員⻑

根岸孝治（ねぎしこうじ）様、幸手子

⼩川万⾥⼦（おがわまりこ）様、Ｍaỳs garden（メイズガ−デン）代表

川真⾥⼦様（のがわまりこ）様

野

志を同じくする地域ボランティア団体として今後も地域のため、お互いに

頑張っていきましょう。
さて、皆様も気がかりとは思いますがこのところコロナウィルス感染者の急激な拡大が続いています。ロ
−タリ−の中でも本⼈が感染したり、家族内で感染者が出て、隔離を余儀なくされたりという話をとても多
く聞くようになりました。その結果、担当者が出席出来なくなり、その事業が中止になる事態が現在起こっ
ています。しかし政府も出来るだけ日常の活動は止めないようにとの意志が私には感じられますし、ロ−タ
リ−活動もやはり今までどおりが⼀番良いと思っています。今回はズ−ムを併⽤したハイブリッド例会にて
⾏っておりますが、⼀⼈⼀⼈がマスク・手指の消毒などの基本的な予防策を常に頭に入れ、この状況下でも
ロ−タリ−の活動が継続できるようお願いいたします。
ところで今、ズ−ムを併⽤としたハイブリッド例会で⾏っていますと⾔いましたが、この決定をしたの
は昨⽇の事です。その際には⾊々な意⾒があり、もちろん違う意⾒があったのも事実です。ただし、問題意
識があるからこそ議論が成り⽴ち、その問題に対して真摯に考える事が出来ます。この世の中には⾊々な問
題に関して憂慮している⽅が数多くいるにもかかわらず、国⺠的な議論がなかなか盛り上がりません。その
ことをタブ−視し議論を⾏う事がはばかられる事もあります。国の根幹をなす憲法改正。エネルギ−政策の
要である原⼦⼒発電。安全保障における⾮核三原則。⽇本の労働⼒においての移⺠の問題など、ロ−タリ−
ではなかなかなじみのない部分ではありますが、会員⼀⼈⼀⼈の資質や⼈間⼒の向上のためにも、⾊々な分
野の問題に興味を持ってください。ボランティアと関係の無い分野でも多くのメンバ−と議論を深めていく
事が出来れば、すべての活⼒に繋がるものと確信しています。
本日はお客様が多く来訪しています。お一人お一人のご挨拶の時間もお取りしたいと考えていますので、
以上で終わらせて頂きます。ありがとうございました。

幹事報告 谷野友昭 幹事
議

題

内

容

R 財団地区補助⾦について

① うんてんしゅさん ぼくがわたるよ まっててね

横断歩道橋横断幕の標語決定

② 手をあげてアピールしよう小さな体

久喜 RC 創⽴記念ゴルフ⼤会

9 月 15（(木)）鴻巣カントリー参加者募集（幸手クラブ 3 組予定）

上半期会費納入について

7 月中に納入願います。

米山奨学生一時帰国について

マック ティ スアンさんが⺟国ベトナムへ⼀時帰国
期間は 8 月 12 ⽇〜9 月 2 日の 22 日間。帰国期間が 90 日を超えると奨
学生としての資格を失います。

ご挨拶
第 7 グループガバナー補佐

⼩林達郎

様

(幸手中央 RC)

本年度、第７グループガバナー補佐を務めさせて頂きます幸⼿中央ロータリー
クラブ所属の⼩林達郎です。本⽇は、補佐幹事の中⽥盛夫さんと参りました。
１年間よろしくお願いします。
幸手クラブさんには、以前、米山部門の委員として、米山奨学生と訪問し、
また、初めてクラブ幹事の時、2005˜6 年度には、森本ガバナー補佐、梨本補
佐幹事、2019˜20 年度会⻑の時には、渡辺会⻑、柳沼幹事に、お世話になりました。改めまして御礼申し
上げます。
今年度のガバナーは、浦和 RC の細淵雅邦さんです。2020 年東京オリンピック・パラリンピック招致担
当の役員や、国際ボート連盟の理事などの重責をされています。公式訪問の時、ロータリー以外の事でも、
素晴らしいお話が聞くことができると思います。
細淵ガバナーは、2500 名のロータリアンのモチベーションの向上、クラブの活性化の支援、そして、社
会奉仕活動を通してのクラブ活性化を述べられてます。第７グループの各クラブさんには、それぞれ素晴ら
しい社会奉仕活動をされておりますが、グループ全体で社会奉仕活動をして、それをクラブ活性化の一つに
してほしいと言われています。そのことを地区大会で発表することになりました。具体的には、１０月２３
⽇に久喜駅周辺でエンドポリオの募⾦活動と懇親を深めるべく、三⾼サロンでミニ勉強会、懇親会を実施し
たいと思いますので、多くの会員の皆様の参加をお願いします。
これから、公式訪問例会、地区⼤会、インターシティーミーティングなど、様々な事業ありますが、ご協
⼒のほどよろしくお願いいたします。

ご挨拶
地区⻘少年交換委員会 委員 舟山清志

様 （蓮田 RC）

こんにちは。地区⻘少年奉仕委員会の⾈⼭と申します。
幸⼿クラブ様と蓮⽥クラブは同じ曜⽇が例会ですので、なかなかメイクアップ
がかなわずにいました。
本日初めて幸⼿クラブ様の例会に出席できて嬉しく思っております。
私は、今年度イタリアの担当になり、紙本弥真⼈君と来⽇するソフィアさんの
サポートをさせて頂くことになりました。
地区⻘少年交換留学の仕事も初めてなので⾏き届かないところも多々ござい
ますが、幸手クラブ様と相談しながらこの 1 年を過ごしたいと思っておりま
す。
学生が楽しく充実した留学⽣活ができるよう皆様のご理解、ご協⼒を頂けるよ
う宜しくお願い申し上げます。

報

告

May's garden代表

野川 真理⼦

様

お世話になっております、May's garden 野川です。
先⽇の助成⾦贈呈式では誠にありがとうございました。
大変遅くなりましたが、私どもからのメッセージを以下の通りお送りします。
幸⼿ロータリークラブ会員の皆様今年度も地域助成団体に選んでいただきありがと
うございます。
私たちは、2019 年 5 ⽉から活動を始めた、幸⼿市や近隣市町に在住・在勤してい
る⼀般市⺠有志で構成されたボランティアサークルです。
主体的に⾏っている活動は３つで、2020 年 2 ⽉から⼦育て中のひとり親世帯や、⽣活困窮世帯が対象の無料⾷
料配付会「幸⼿⼦育て応援フードパントリー」を偶数⽉第⼀⼟曜⽇と日曜日に、2020 年 12 月から開始した
「子ども食堂 Happy Lunch」を奇数月に 1 回、2021 年 11 月からは絵画体験ワークショップ「あとりえ」を
不定期に開催しています。現在の会員数は、正会員(スタッフ)7 名、準会員(ボランティア)28 名、賛助会員(ス
ポンサー)4 名です。
今年 3 年⽬となる⼦育てフードパントリーにご登録くださった世帯は 100 世帯に上り、今年度は 60 世帯が登
録しており、そのうち 45〜50 世帯が毎回フードパントリーを利⽤されています。
そして、新型コロナの影響で経済状況が悪化しているにもかかわらず、フードパントリーを利⽤できない世帯
をターゲットにしたコミュニティ型⼦ども⾷堂にも⼒を⼊れています。開催⽅法は新型コロナの流⾏状況に応
じて、調理実習形式やお弁当配付形式、プチパントリー形式にするなどして開催しています。
吉野家様や丸⻲製麺様から無償提供を受けたお弁当配付や、久喜市内の農業法⼈イオンアグリ創造様や CTI フ
ロンティア様から無償提供いただいた規格外品野菜などは、参加された市⺠の皆様に⼤変好評をいただいてい
ます。
また、今年 5 月からはファミマフードドライブの連携団体となり、幸手市・久喜市・宮代町の合計 5 店舗にフ
ードドライブ品回収にご協⼒いただき 24 時間 365 ⽇⾷品の寄付を受付できるようになるなど、地域での協⼒
体制に拡がりが出て参りました。
幸⼿ロータリークラブ様からいただいた助成⾦は、調理器具・タープテント・画材購⼊品の購⼊費⽤に充てさ
せていただく予定です。地域の子どもたちを地域で支える活動を続けて参りますので、引き続き倍旧のご厚情
を賜りたく、切にお願い申し上げます。

幸⼿市スポーツ少年団

本部⻑ 根岸孝治 様

幸⼿市スポーツ少年団は現在、５種⽬「野球、サッカー、ミニバスケット、バレーボール」
と補助的な役割を果たすリーダー会で組織運営がなされております。
ここ数年は新型コロナウイルス感染拡⼤により単位団活動においては、中⽌及び制約を
受けての活動となっているのが現状でございます。
スポーツ少年団は３つの理念に基づき、活動を⾏っている単位スポーツ少年団です。
１． ⼀⼈でも多くの⻘少年にスポーツの歓びを提供する。
２． スポーツを通して⻘少年のこころとからだを育てる。
３． スポーツで人々をつなぎ、地域づくりに貢献する。
子どもたちがスポーツを楽しむだけでなく、学習計画、野外活動、レクリエーション活動、社会活動、文化活
動などを通じて協調性や創造性を養い、社会のルールや思いやりの⼼とスポーツ少年団をさらにより良い団体
に育てるために、組織の充実・活性化を図るとともに、指導者、⺟集団が⼀体となって、明るく健全な⻘少年
育成に寄与することを⽬的として活動を⾏っております。
尚、この度は、幸⼿市スポーツ少年団を地域団体として認めて頂き、毎年助成⾦を交付して頂き、誠にありがと
うございます。
助成交付⾦で団員、リーダー、保護者、指導者を一堂に会し、親睦と交流を深めるとともに、スポーツを愛する
少年団仲間を増やし、スポーツ少年団活動の充実と未来のより⼀層の⾶躍を図る趣旨で親⼦レクリエーション⼤
会を開催しております。
プログラム種⽬に男⼦・⼥⼦６００メートルリレーを幸⼿ロータリークラブ杯の名称を付けて⾏っております。
令和４年度もコロナ感染の状況を⾒極めながら⼤会実施を考えております。
結びになりますが、幸⼿ロータリークラブの更なる発展をご祈念申し上げまして、地域団体助成⾦進呈近況報告
とさせて頂きます。

幸手子育て支援ねっとわーく ⼩川万⾥⼦ 様
「幸手子育て支援ねっとわーく」の小川です。
今年も幸⼿ロータリークラブ様から助成⾦をいただく事ができ、⼼より感謝申し上げます。
この会は、「幸手市を中心に子育て支援に関心のあるグループまたは個人がネットワークを作り、障がいの有無
に関わらず共に地域で安⼼して健やかに育っていくことのできる⼦育て環境作りを、市⺠・⾏政で連携して⽀援
していくことを目標」として活動しています。
現在、会員は、20 代〜80 代までの男⼥ 34 名が在籍しています。
主な活動は、①４⽉の総会時の「学習会」
、②通信を発⾏（年 1 回）、③定例会（⽉ 1 回）、
④「子育て応援まつり」の開催です。
新型コロナの影響で様々なことが中止になっていますが、子育てにストップはありません。
制限の多い状況で孤⽴してしまっている親⼦が⼈、情報、様々な機関との繋がりを⾒つけられるきっかけを提供
したいと考え、私たちは活動を⽌めることなく、開催出来る形を模索しました。新たな⽣活様式に合わせ、少⼈
数・予約制・YouTube 動画配信など取り入れ、感染予防対策を講じて開催しました。通常だと 800 名程の人数
から 200 名程度に⼈数削減しましたが、幼児からシニア層までの多世代交流をじっくり図ることができ、満⾜度
の高いひと時となりました。また、ボランティア活動を身近に感じてもらい、大きくなったら自分も手伝いたい
と思ってもらえたら嬉しいです。頂いた助成⾦は有効に活⽤させていただきます。そして応援していただけてい
る事、本当に心強いです。今後ともよろしくお願いいたします！

ニコニコＢＯＸ
誕生日祝ありがとうございます。

宮杉勝男会員

本日宜しくお願い致します。次回は公式訪問です。

⼩林達郎様

初めて幸⼿クラブ様の例会に出席させていただきました。舟山清志様
⼩林 G 補佐様、舟山様、根岸様、小川様、野川様ようこそ
関会⻑・谷野幹事・芦葉会員・⼩川会員・三牧会員・深作会員・柳沼会員・紙本幹事・梨本会員
玉木会員・山口会員・宮澤会員

ニコニコ BOX・財団 BOX
合
ニコニコＢＯＸ

計

累

本日の出席率
計

会員数

23,000

43,000

結婚記念日祝

0

0

ビジターフィー

0

0

出席者数

暫定出席率

(出席免除 10 名)

43 名

出席者
19 名
メークアップ 8 名

79.02％

