
NIIZANIIZANIIZA RotaryRotaryRotary weeklyweeklyweekly

会長方針会長方針会長方針      『 時代の変化に対応し『 時代の変化に対応し『 時代の変化に対応し   クラブとその思いを未来へつなぐ 』クラブとその思いを未来へつなぐ 』クラブとその思いを未来へつなぐ 』   

国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長   マーク・ダニエル・マローニー マーク・ダニエル・マローニー マーク・ダニエル・マローニー 『ロータリーは世界をつなぐ』『ロータリーは世界をつなぐ』『ロータリーは世界をつなぐ』   

   

第第第257025702570地区ガバナー地区ガバナー地区ガバナー   鈴木鈴木鈴木   秀憲秀憲秀憲   『 未来へつなぐ』『変える』『 未来へつなぐ』『変える』『 未来へつなぐ』『変える』   

国際ロータリー国際ロータリー国際ロータリー   第第第257025702570地区地区地区   新座ロータリークラブ会報新座ロータリークラブ会報新座ロータリークラブ会報   ２０１９～２０２０２０１９～２０２０２０１９～２０２０年度年度年度      

 第１７６５号 

  

令和２年４月１５日 発行 

会長会長会長   陣野壮太郎陣野壮太郎陣野壮太郎          副会長 副会長 副会長   吉原吉原吉原   良一良一良一            幹事幹事幹事   石原石原石原   勇介勇介勇介      

第２１３５回例会第２１３５回例会第２１３５回例会   ６月第４週６月第４週６月第４週   ６月２５日（木） ６月２５日（木） ６月２５日（木）    

最終例会最終例会最終例会   『会長・幹事『会長・幹事『会長・幹事   一年を振り返って』一年を振り返って』一年を振り返って』   

陣野壮太郎会長・石原勇介幹事陣野壮太郎会長・石原勇介幹事陣野壮太郎会長・石原勇介幹事      

司   会  親睦活動委員  小泉 哲也          

点   鐘  会長      陣野壮太郎    

ソ ン グ 「君が代」「奉仕の理想」 

唱   話 「四つのテスト」 

      

   

                                             

   

   

 今年度最終例会このように多くの方にご参加い

ただき心より感謝申し上げます。 

コロナ禍でなかなか例会も開催できない中ですが

本来先週の予定でした青少年委員会で毎年恒例の

市内中学校での「薬物乱用防止講演会」もその例

に漏れず中止となりました。 

その代わりに毎度講演いただいている埼玉ダルク

さんへ講演料を寄付させていただき、私の方で新

座中学校の生徒達へ手紙を書きました。 

小泉会長エレクトの仲介と同行を頂いて先週新座

中学校の高橋校長先生へそのお手紙をお渡しして

来ました。喜んでいただきホームルームで全学級 

会長の時間 会長 陣野壮太郎 

 １、国際ロータリーより新型コロナウイルス感染  

  拡大防止のため各国の対応について 

１、６月のロータリーレート １ドル⇒１０８円 

１、ハイライトよねやま２４２・２４３号受信   

１、地区事務所より１６件受信 

 １）国際ロータリー理事会決議受信 

   ・２０２１年度ロータリーの会合 

 ２）ロータリーの重点項目である「疾病予防と

治療」の観点から、新型コロナウイルス感

染症拡大防止対策におけるＲＩ理事会決定

通知を参考にして、接触回避など積極的な

協力のお願い 
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全生徒へ話をして手紙を渡してもらうことになり

ました。 

 それから地区財団の話ではありますが、私が役

を務めています財団奨学生との最終オリエンテー

ションも先の土曜日に完了しました。３名の奨学

生も無事に留学先が決まり、コロナで実際の出発

が延期になりますが前途洋洋であります。 

 コロナ禍でしたが、年度の締めにこのように活

動できたのは良かったです。ありがとうございま

した。 



 
 ３）ロータリーの友５・６月号合併のみどころ 

 ４）新型コロナウイルス対策の友事務所の対応 

 ５）審議事項の結果報告 ＊承認されました 

 ６）米山記念奨学委員会セミナーの案内 

日時：７月１２日（日） 点鐘：１３時３０分 

場所：あるか―サル迎賓館川越 

 ７）社会奉仕委員会セミナーの案内 

日時：７月１８日（土） １３時開会 

場所：東松山市民文化センター大会議室 

 ８）2021年台北国際大会参加費特別プロ―モー 

   ション割引のご案内 ・MYROTARY参照     

 ９）学友会ニュース第９号 

１０）「幻の地区大会」冊子配布及び文字訂正 

１１）ガバナーノミニー・デジグネート発表  

    村田 貴紀氏（本庄南） 

１２）2018―19年度決算報告書訂正の承認届 

１３）2021年度派遣グローバル補助金奨学生スポ 

   ンサークラブの依頼☆候補生：佐藤哲郎君  

   ☆カウンセラー：陣野壮太郎会員 

１４）２０２０年度米山記念奨学委員会セミナー開催 

１５）公式訪問関係書類一式 

１６）職奉委員会「磨く」ロータリーは世界をつなぐ 

１、勝瀬ガバナー補佐より補佐委員長会議議事録 

１、朝霞キャロットロータリークラブより３件 

１）第２グループ第１回会長幹事会のお知らせ 

   日時：６月１７日（水） 場所：朝霞市民会館 

 ２）第１回会長幹事会議事録並びに収支報告書 

３）松川ガバナー補佐に関する記念品の件 

１、新座市から８件受信 

１）新座市交通安全推進協議会より2020年春の 

  交通安全運動出発式や街頭啓発活動は中止 

２）新座快適みらい都市市民まつり産業フェス 

  ティバル開催中止のお知らせ 

４）新座市青少年市民会議総会書面決議報告 

５）国際交流協会評議委員会報告 

６）暴力排除推進協議会総会書面決議結果報告 

７）犯罪被害者支援推進協議会定例会（総会） 

  書面決議について 

８）防犯推進協議会総会の書面決議について 

１、ロータリー希望の風奨学金より感謝状拝受 

１、熊本大分地震に関する支援報告書受信 

１、富士見ロータリークラブ創立４５周年記念誌 

乾杯 直前会長  松岡 昌宏 

  陣野会長、石原幹事一年間お疲れ様でした。 

そして、ありがとうございました。 

新座ロータリークラブの益々の発展と会員の皆様

のご健康をご祈念申し上げて乾杯‼ 

入会式 

  和田会員の後任の石田さんの入会式を執り行い

ます。新入会員の石田さん心より歓迎申し上げま

す。ロータリークラブには世界共通の定款細則が

あり私達は皆それを遵守して行動しております。

あなたも入会されましたら定款細則を遵守して頂

けますか。「はい！遵守致します」と宣言して入

会式は滞りなく終了いたしました。 

   いしだ ひろき 
会員：石田 宏記    生年月日：Ｓ.４１．８.２０        

趣味：ゴルフ・温泉・キャンプ 

勤務先：埼玉りそな銀行新座支店 支店長 

TEL：048-884-2261 FAX：048-474-3323  

ご紹介 石田 宏記会員 

 

５月６月のお祝い 

会員誕生月：吉原良一・森克巳・松本四郎・大塚雄造   

         内田昌史 各会員 

夫人誕生月：岡本比呂志・吉原良一・小泉哲也      

                          各会員夫人 

結婚記念月：岡本比呂志・森克巳・本木英朗 各会員 



 

陣野壮太郎会員 今年度最後の例会にご参集くだ

さいまして誠にありがとうございます。最後まで

本当にありがとうございます。会長として本当に

お世話になりました。 

石原 勇介会員 一年間大変お世話になりまし

た。これからも色々大変な現状ではありますが宜

しくお願い申し上げます。 

神谷  稔 会員 会長、幹事様一年間本当にご苦

労様でした。 

大塚 誠一会員 お久しぶりです。コロナと共に 

頑張りましょう。 

金子 幸男会員・小泉 哲也会員 陣野会長、石

原幹事、一年間お疲れ様でした。 

岡本比呂志会員 皆様お久しぶりです。健康面で

も仕事の面でもコロナに打ち勝って、頑張ってい

きましょう。 

並木  傑 会員 ６月２８日（日）市長選があり

ますので宜しくお願いします。 

森田 輝雄会員 会長幹事大変お疲れ様でした。 

大塚 雄造会員 陣野会長一年間ご苦労様でした 

龍山 利道会員 陣野会長、石原幹事、一年間あ

りがとうございました。  

松岡 昌宏会員 陣野会長、石原幹事一年間お疲

れ様でした。コロナ禍の中会運営ご苦労様でした  

鈴木 明子会員 陣野会長、石原幹事コロナウｲ

ルスで大変でした。一年間ありがとうございます 

森  克巳会員 陣野会長、石原幹事、一年間お

疲れ様でした。今後とも宜しくお願い致します。  

宮川 勝平会員・岡野 元昭会員・増渕 和夫会員

本木 英朗会員・萩原   勇  会員・神谷 浩一会員 

委員会報告 

親睦活動委員会    委員 鈴木 明子    

 

神谷 億文会員・髙𣘺 遼太会員  

『陣野会長、石原幹事、一年間お疲れ様でした』 

 

 本年度は４５週年の節目にあたり、２度目の幹

事を仰せつかりましたが、至らぬ点もたくさんあ

り皆様から、叱咤激励を頂きながら陣野会長を支

える為、精一杯努めて参りました。 

いつも第一例会の時に唱和しています、四つのテ

ストで「みんなのためになるかどうか」を常に考

え、「みんなのためになる幹事」として行動をし

て参ったつもりではございますが、私なりにです

が全うできたと思います。 

 一年を振り返り幹事としての活動を振り返りた

いと思います。７月は直前会長幹事慰労会から始

まり、８月には暑気払い家族例会、１０月はガバ

ナー公式訪問、鈴木ガバナーには「年齢層が幅広

いクラブではありますがギャップなくまとまりの

あるクラブですね」とおしゃって頂けたことが印

象的でした。市民祭りは台風で開催が出来ず、森

社会奉仕委員長がしっかり準備をして頂いたのに

誠に残念でした。１２月にはクリスマス例会も行

い、貴重なお時間を皆様と過ごせた事に感謝して

おります。年が明けて２０２０年が明けたとき、

現在のこの状況を誰が予想できたでしょうか？ 

皆様もご存じの通り、地区大会や親子招待ボーリ

ングそして４５周年記念式典、最後に青少年薬物

乱用防止講演事業など、下半期は外部との交流行

事が多くありましたが、その多くが中止や延期を

余儀なくされてしまいました。これまで準備をし

て頂いた各委員長の皆様にも申し訳なく思ってお

ります。そしてこれからも新しい生活スタイルを

取り入れなければならなくなるかもしれません。

しかしながら我々ロータリアンは奉仕の歩みを止 

一年を振り返って  

            幹事 石原 勇介 

スマイル報告 

 創立45周年実行委員会 委員長 宮川 勝平 

 コロナ禍で祝賀会も中止になりました。記念事業は

予定通り行います。本日報告書を送信致します。 

青少年奉仕委員会   委員長 大塚 雄造 

 講演会はコロナ禍で中止になりましたが、依頼して

いた埼玉ダルクさんに講演料を寄付させて頂きました 
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 委員長 髙𣘺 遼太 出席報告  委員長 松岡 昌宏 

★２０20年度上期会費納入のお願い 

☆８月２２日（土）「暑気払い」 

クラブからの連絡 

出席 ２３名 欠席 ０名 

出  席  率 １００％  

修正出席率 例会取消 
会員数２８名 

（免除者５名） 

Ｒ２.６.２５ 

☆例会出席は 会員の義務です 

欠席の場合はＭａｋｅ ｕｐをしましょう 

 ２日（木） 通常例会 「会長・幹事就任挨拶」 

               小泉哲也会長・神谷億文幹事 

１６日（木） 夜間例会 「直前会長・幹事慰労会」 １９時 

               ベルセゾン 吉祥 

８/６ （木） 通常例会 「五大奉仕委員長就任挨拶」 

７月のプログラム 

 

また、私が一番気にしています吉原副会長の状況

についても増渕会員よりご報告いただけてありが

とうございます。一年前の心配からすると随分と

快方へ向かっているようでまたお会いできること

が楽しみです。 

 この一年は、頼りにして副会長をお引き受けい

ただいた吉原さんが倒れられたところから始まり

ました。相談相手として頼りにしていたので私に

とってはかなり辛い一年でした。 

そういった状況を見てお声がけいただきお気遣い

や労いをいただいたのが細沼さんです。年末まで

お食事をご一緒いただいていたその細沼さんが帰

らぬ人となってしまいました。 

そのままコロナ感染拡大の時期に突入。細沼さん

とのお別れ会もできないまま例会実施をどうすべ

きか悩み判断する日々が続きました。 

皆さんのいろんなご意見や考え方を見聞きして、

こうだと牽引する難しさを感じました。 

ロータリークラブは良いことを奉仕する団体だと

思っています。良いことをする時、人に言う必要

も協力を呼び掛ける必要もなく独りでも黙々とや

ることが大切だと学びました。 

辛い中でしたが大きな気づきを得られ感謝してお

ります。一年、会員の皆様には何もできませんで

したが本当にありがとうございました。大変お世

話になりました。 

 

 まずは、岡野プログラム委員長より並木会員の

市長再選へ向けての応援そして並木市長の再選へ

向けての選挙演説ありがとうございました。新座

ロータリークラブとしても再選必須で応援をして

いかねばならないのかと感じております。 

            会長 陣野壮太郎 

一年を振り返って 

 

めてはならないと思います。少しずつでも前へ前

へと共に歩む事が肝要と存じます。 

 陣野会長を支えつつ皆様から叱咤激励を頂きな

がら精一杯努めて参りました。これも皆様からの

ご指導の賜物かと感謝いたしております。これか

ら先、世の中が大きく変わろうとしている時、

ロータリアンとして何が求められていくのか、こ

れを皆様と考えてしていきたいと思います。引き

続きのご指導をどうぞ宜しくお願いいたします。

一年間本当にありがとうございました。 


