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国際ロータリー会長 ホルガー・クナーク 『ロータリーは機会の扉を開く』
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2570地区ガバナー
地区ガバナー 鈴木 秀憲 『 友達をつくろう』
会長方針 小泉 哲也

『 出逢いは財産 縁を絆に』

会長 小泉 哲也

副会長 岡野 元昭

幹事 神谷 億文

第２１３６回例会 ７月第１週 ７月２日（木）

祝 初例会 『小泉哲也会長・神谷億文幹事 就任挨拶』
司

会 親睦活動委員
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ソ ン グ 「君が代」「奉仕の理想」
唱

話 「四つのテスト」

新・旧会長幹事のバッチ交換

今年度会長を拝命いたしました小泉です。
陣野会長よりバッチの交換をいただき身の引き締
まる思いです。
諸先輩方が築き上げた新座ロータリークラブの
伝統とこの襷の重さをしっかりと自覚し、一年間
陣野壮太郎直前会長から小泉哲也会長へ、石原勇

精一杯努めてまいりますので、ご指導・ご鞭撻の

介直前幹事から神谷億文幹事へバトンタッチ

ほど何卒宜しくお願い申し上げます。
この後の卓話にて、今年度への想いをお話しさ

乾杯 直前会長 陣野壮太郎

せて頂きますので宜しくお願い申し上げます。

幹事報告 幹事 神谷 億文
１、7月のロータリーレート

1ドル＝１０７円

１、地区事務所より５件受信
１）半期地区分担金明細及び納入報告書
小泉・神谷億文年度の船出を祝して 「乾杯！」

２）7月1日時点の各クラブの会員数報告依頼

皆出席者表彰

３）ガバナー公式訪問・補佐訪問準備書類一式
４）２０２０年度地区役員会長幹事名簿受信
５）相原茂吉ガバナーより年度初めのご挨拶状
１、埼玉県腎アイバンク協会総会資料受信

第２グループ例会変更
朝霞キャロットロータリークラブ
今年度から例会開催は月２回に変更
７月１３日（月）⇒ 例会場 １９：００
７月２７日（月）⇒ 例会場 １９：００
志木ロータリークラブ

・陣野壮太郎会員・石原勇介会員・神谷 稔会員
・岡野元昭会員・宮川勝平会員・増渕和夫会員

７月はすべて休会
富士見ロータリークラブ

スマイル報告

７月 ３日(金)⇒役員就任式とクラブ協議会
７月１０日(金)⇒法定休会

親睦活動委員会

７月１７日(金)⇒クラブ協議会

委員 鈴木

明子

７月２４日(金)⇒定款よる例会取止め

小泉 哲也会員 一年間精一杯務めさせて頂きま

７月３１日(金)⇒法定休会

すので、会員の皆様方、ご指導の程宜しくお願い

※新型コロナウイルス感染防止による措置

申し上げます。
神谷 億文会員 一年間宜しくお願い致します。
神谷

今月のお祝い

稔 会員 小泉会長、神谷億文幹事さん、

一年間頑張って下さい。応援します。
大塚 誠一会員 小泉・神谷年度期待しています
宮川 勝平会員 小泉会長、神谷幹事、今年宜し
くご指導お願い致します。
岡野 元昭会員 小泉会長神谷幹事一年間宜しく
森田 輝雄会員 小泉会長、神谷幹事、宜しくお
願いします。
龍山 利道会員 小泉会長、神谷幹事、一年間宜
石原会員・松岡会員・小泉会長に花束贈呈

しくお願いします。
石原 勇介会員 小泉会長、神谷億文幹事、一年

「お誕生月おめでとうございます」
会員誕生月：小泉哲也・石原勇介・松岡昌宏 各会員
夫人誕生月：陣野壮太郎会員夫人

間ご指導宜しくお願い致します。
松岡 昌宏会員 小泉会長、神谷億文幹事、一年
間頑張って下さい。

結婚記念月：なし

陣野壮太郎会員 新年度ですね。小泉会長、神谷
億文幹事一年間どうぞ宜しくお願い申し上げます

委員会報告

鈴木 明子会員 小泉会長、神谷億文幹事、一年
間、お世話になります。本日選挙事務所から例会

親睦活動委員会

委員長

石原

勇介

「直前会長幹事の慰労会」開催の案内

に来ました。こちらも宜しくお願い致します。
金子 幸男会員・増渕 和夫会員・神谷 浩一会員

何かとご多忙の事と存じますがご参加下さい。

岡本比呂志会員・森

克巳会員

日時：７月１６日（木）

点鐘：１９：００

『小泉・神谷億文年度の船出を祝して！一年間宜

場所：ベルセゾン「吉祥」

会費：１０，０００円

しくお願いします』

幹事就任挨拶
幹事

会長就任挨拶
神谷

億文

会長

小泉 哲也

ロータリークラブへ入会して１６年目で早くも

改めて、今年度会長職を拝命いたしました小泉

３回目の幹事となりました。最初の幹事は右も左

です。一年間、昔先輩から頂いた言葉通り「知恵

もわからないまま、会員皆さまに助けて頂きなが

のない奴は汗を流せ」を念頭に置き、皆様方のお

ら、任期を全うしたのを覚えています。着実に

力をお借りし精いっぱい努めてまいりますので、

ロータリー歴を積み重ねてまいりましたが、まだ

ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

まだ自分を磨かなければなりません。

本日は、多くの皆様に公私ともご多忙の中お時

今年度は、コロナの影響もありどのように進む

間を作って戴き、ご参加いただくことがこんなに

か全然見通しが立ちませんが、最善の方法を取れ

も嬉しいものとは正直思ってもみませんでした。

る様に会長と手を取り理事の皆様とクラブ運営を

今まで、会長の方々が口々に同様のことをお話し

してまいりたいと思います。

される中、その立場になって初めて実感するもの

今年度ホルガー・クナーク国際ロータリー会長

があると改めて思いました。ご参集、誠にありが

のテーマは「ロータリーは機会の扉を開く」、第

とうございます。

２５７０地区の相原茂吉ガバナーのテーマは「友

まずもって、前年度ご尽力いただきました陣野会

達をつくろう」、そして、私どもの小泉哲也会長

長、石原幹事大変お疲れさまでした。年度後半に

のテーマは「出逢いは財産

様々なイベントが計画される中、新型コロナウイ

縁を絆に」となって

おります。また、

ルスの影響を受け不完全燃焼での不本意な一年間

クラブ年度方針は

であったのではないでしょうか？

①会員増強を常に心がける

しかしながら、引継ぎの際神野会長に置かれまし

活性化と将来につながる人材の獲得を目指す
②例会の充実と活性化
外部卓話を充実させ、会員が出席を楽しみにす
るような新たな機会を工夫していく
③公共イメージと認知度の向上
外部との連携を図り、外部卓話などを積極的に

ては、しっかりと心配りをして頂き、素晴らしい
襷を渡していただきましたので、私自身もしっか
りと次の鈴木さんに渡せるように頑張ってまいり
ます。
さて、新座ロータリークラブは昨年度４５周年
を迎えました。これまで、チャーターメンバーを

行うことで認知度を上げる

はじめ多くの諸先輩方により築き上げられた歴史

④戦略計画を立てる

と、脈々と受け継がれてきたロータリー精神を礎

クラブの５年後のビジョンを立てる
⑤新世代・青少年育成事業のさらなる充実
健全育成事業プログラムの作成・実践

に活発な活動を展開してまいりました。
この名誉ある新座ロータリークラブの２０２０－２
０２１年度の会長を務めさせて頂くことはこの上な

となっております。小泉哲也会長を1年間全力で

く光栄なことであり、その引き継いだ襷の重さを

補佐しながらクラブ運営を微力ながら補佐して行

考えると身の引き締まる思いです。改めて、会員

こうとおもいますのでどうか皆さまご協力の程よ

の皆様方に於かれましてはご指導、ご鞭撻のほど

ろしくお願い致します。

何卒宜しくお願い申し上げます。

２０２０－２０２１年度国際ロータリーホールガー・

クラブ年度方針としては、

クラーク会長の掲げるテーマは、「ロータリーは

①会員増強を常に心がける
一人でも多く、活性化と将来につながる人材の

機会の扉を開く」です。
ロータリーは価値を共有し、高潔な心を持つ人
のコミュニティーであり、人々をロータリーに引

獲得をと考えています。
②例会の充実と活性化

き付けるのは、友情と人脈作りの機会です。また

外部卓話を充実させ、会員が出席を楽しみにす

ロータリーは奉仕プロジェクトを実施し、やり遂

るような新たな機会を工夫し増やしていきたいと

げる機会を与えてくれます。奉仕の行いは、その

思います。

大小にかかわらず、助けを必要とする人たちのた

➂公共イメージと認知度の向上

めに機会を生み出すものであると信じています。

外部との連携を図り、外部卓話などを積極的に

ポリオ根絶の様に大規模で歴史的なプロジェクト

行うことで存在を理解して頂き認知度を上げて行

から、地域社会でのささやかなプロジェクトや一

きたいと思います。

本の植樹まで、ロータリーは奉仕する機会の扉を

④戦略計画を立てる

開いてくれ、私たちのあらゆる活動がどこかで、

どうありたいか、どうすべきかと、クラブの５

誰かのために機会の扉を開いているとの想いから

年後を意識しビジョンを立て行きたいと思います

テーマを決めたとされています。

⑤新世代・青少年育成事業のさらなる充実

また、２０２０－２０２１年度２５７０地区ガバナーは

薬物乱用防止セミナーの様な健全育成事業プロ

川越ロータリークラブ所属の相原茂吉氏でありま

グラムを教育委員会と連携しの作成・実践して行

す。相原ガバナーの地区テーマは、「友達をつく

きたいと思います。

ろう」です。

一年間、何卒ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い

出会いは、交友を深めて友人となり、そして自
己の研鑽と奉仕のさらなる心を高めて価値観を共
有する同志と繋がっていく。これこそがロータ
リーの神髄であり醍醐味であると相原ガバナー
言っております。相原年度は積極的にロータリー
の扉を開き一緒に活動し、そしてできるだけ多く
の友達を、すなわち価値観を共有する仲間を一人
でも二人でも増やして欲しいとのことです。
それを踏まえ、私は「出逢いは財産

縁を絆

に」を運営方針とさせて頂きます。すべては出会
いから始まり、今の環境を作っているのは様々な

申し上げます。
お釈迦様は、人生の大きな目的の中の一つは
「よき仲間を持つこと」だと言った。同じ価値観
を持ち、同じ方向に向かっている友人や仲間を持
つことだ。喜怒哀楽の学びも時にはあるが、そこ
に笑いや和気あいあいとした雰囲気がベースにあ
るのは言うまでもない。逢ったときに「手放しで
喜んでくれる人」や「歓迎してくれる人」がいる
ことは人生において無上の喜びだ。ほっと出来る
場があり、時間があることにより、エネルギーが
チャージされ生きる活力がわいてくる。

出会いからなるものと改めて認識し、人や事柄と
出逢いの機会を多く作り出し、そこで得たご縁を
しっかりと絆に変えられるような一年となる様に
運営していきたいと思います。又、来るべき５０
周年に向け、クラブのビジョンを明確にするべく
戦略計画を立てたいと思います。

出席報告

委員長
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出席 １８名 欠席 ４名
会員数２７名 出 席 率 ８１．８２％
（免除者５名） 修正出席率 例会取消
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