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ソ ン グ 「君が代」「奉仕の理想」 

唱   話 「四つのテスト」 

 

本日も多くの皆様にご参集頂き心より感謝申し

上げます。 

 また、前回の例会では陣野会長・石原幹事の前

年度会長幹事慰労会では１９名の皆様のご参加を

いただき盛大に開催することができました。こち

らも心より感謝申し上げます。 

 さて、本日８月６日は「広島原爆の日」であり

ます。米国による原爆投下から７５年が経ち、そ

の際多くの市民の命が無差別に奪われました。改

めて、私たち一人一人が失われた命と被爆者の

方々の歩まれた苦難の日々に思いをはせ、我々の

子供や孫の未来のために何をなすべきかを考える  

会長の時間 会長 小泉 哲也 

ことが必要と考えます。 

 また、熊本県を中心に九州・中部地方を襲った

九州豪雨におかれまして、お亡くなりになられた

方のご冥福をお祈りするとともに、被災された皆

様に一日も早く平穏な日常が訪れることをお祈り

申し上げます。いつ何時、我々の身に同じような

ことが降りかかるか分からない中で、義援金を考

えなければならないと思っております。本日例会

終了後に開催される理事会にて金額等は協議させ

ていただきたいと思います。 

 感染拡大に歯止めがかからない新型コロナウィ

ルスですが、昨日東京で２００人以上９日間連続

となる２６３人。埼玉県でも６４人。新座市にお

いても累計５２人を数えております。ＲＩや２５

７０地区から十分に配慮をお願いしますとの通達

が来ております。そこで、それらを踏まえ８月２

２日予定しておりました暑気払い例会ですが、前

回の直前会長幹事慰労会の席上にて中止を決定さ

せていただきました。改めて、８月２０日の振り

替え取り消しについて、新型コロナウイルス感染

拡大防止により例会の中止の連絡をさせていただ

きたいと思います。 

 ８月４日には、ロータリークラブメンバーの方

５名でゴルフに行かせて頂きました。ご迷惑をお

かけいたしながら、暑い中ながらも楽しくプレー

させて頂きました。昼食を含め色々とお話しさせ 



 

て頂きました。その中で、増渕会員のご尽力でお

話を進めていらっしゃる大相撲の地方巡業が、来

年４月との予定でありましたが延期になったとの

ことでした。会長を務める時期にの開催というこ

とでワクワクしておりましたが、翌年に延期とい

うことで少し残念ではありますが開催されるとき

には最大限ご協力できればと思っております。増

渕会員によりますと開催された暁には、大相撲の

力士の方々と触れ合う機会を設けていただけるそ

うです。普段接することのない力士の方々との触

れ合いは、本物に触れる良い機会創出となり、青

少年育成を掲げるロータリークラブにとっては認

知度の向上寄与できるのではないかと思いますの

で、団体としてもご協力できればと思います。 

 又、新型コロナウイルスの影響により遠出する

ことなく近場で過ごすことが多くなりそうです。

ぜひ近場で行動する際、新たなクラブメンバーを

獲得する上での候補者とお会いする事がありまし

たら、お声かけ戴きますようお願いしますと会員

拡大委員長を兼務する岡野副会長がお伝え頂きた

いとのことでした。数は力であり、新たな会員を

獲得できなければ会の存続はありません。ご協力

のほど宜しくお願い申し上げます。 

 本日は、研修リーダー・五大奉仕委員会委員長

就任挨拶となりますので、何卒よろしくお願い申

し上げます。 

 

会員誕生月：並木 傑・龍山利道・石田宏記 各会員 

夫人誕生月：宮川勝平・並木 傑 会員夫人 

結婚記念月：なし 

今月のお祝い 

小泉会長より龍山会員に花束贈呈 

「お誕生月おめでとうございます」 

 

１、８月ロータリーレート １ドル＝１０５円 

１、地区事務所より８件受信 

１) ロータリーカード地域コーディネーター 

  ニュース（ビデオ）第１回「ロータリーカ 

ードについて」の案内 

幹事報告 幹事 神谷 億文  

 

 ２）「九州地区豪雨災害義援金」協力要請 

 ３）ロータリーの友より「新型コロナの影響に 

   関するアンケート」依頼受信 

 ４）職業奉仕委員会作成冊子「磨く」お詫びと 

   原稿差し込みのお願い 

 ５）会員増強・新クラブ結成推進月間リソース 

 ６）日本ロータリー１００周年を祝う会開催延 

   期の案内及び記念切手発行のお知らせ 

 ７）国際奉仕委員会セミナー開催の案内 

日時：８月３０日（水）点鐘：１３時３０分  

場所：ガーデンホテル紫雲閣 

 ８）職業奉仕委員会・公共イメージ委員会合同 

   セミナー開催の案内 

   日時：９月２7日（日）点鐘：１３時３０分～１６時  

場所：本庄市民文化会館 

職業セミナー：テーマ「資本主義の変遷と 

 渋沢栄一」講師：大阪ＲＣ 更家悠介 様 

公共イメージセミナー：「ニューノーマル 

 時代の公共イメージ」委員長 山本正一 

１、第２グループ第２回会長幹事会の案内 

  日時：８月２６日（水） 点鐘：１８時  

場所：朝霞市産業文化センター 

１、年度計画書（和光・富士見）各ＲＣより拝受 

１、新座ボーイスカウトガールスカウト中央育成  

  会より賛助金ご協力のお願い 

１、例会変更（朝霞キャロット・志木）各ＲＣ 

１、クラブ会報（富士見・西那須野）各ＲＣ 



 

 本年度のクラブ奉仕委員会では、小泉哲也会長

の「出会いは財産 縁を絆に」のクラブテーマに

基づき、奉仕の意義や高い職業論理といったロー

タリアンとして備えるべき要素を会員相互の交流 

五大奉仕委員長就任挨拶  

クラブ奉仕委員会  委員長 鈴木 明子 

 

により、刺激しあえるよう魅力あふれる例会や奉

仕の実践につなげる。また、会員増強を行いやす

い環境を整えることにしたいと思います。 

・会員増強は純増２名以上とし、全会員で率先し

て行動する。 

・奉仕の意義について考え、職業倫理等のテーマ

で魅力のある例会を行い、充実した時間の共有

を図り、出席率向上につなげる。 

・親睦委員会と連携をし、夜間例会、家族例会、

ゴルフ同好会など、日程や内容を早めに計画

し参加率の向上を目指します。 

・移動例会等の対外事業では、ロータリーの公共

イメージ向上を積極的に行う。 

 

      社会奉仕委員長 森田 輝雄     

 社会奉仕委員会は、会長方針のもと地域社会活

動を基本とし、他の団体・行政等と連携しながら

事業展開する。その事がロータリークラブの社会

的認知度アップになるよう、全会員で事業展開を

していきたいと思います。 

 今年度は、新型コロナウイルス拡大防止対策を

とり会員の皆様の協力を得て新座ロータリークラ

ブの長年に亘る継続事業を遂行していきたいと考

えています。すでに、市民まつりは中止になりま

した。招待親子ボウリング大会や新座福祉フェス

テバル等は、その時の状況を鑑み行います。 

 親睦活動委員会    委員 鈴木 明子     

小泉 哲也会員 暑い日が続きますが元気に頑張

りましょう！本日は研修リーダー・五大奉仕委員

長就任挨拶となります。宜しくお願い致します。 

神谷 億文会員 研修リーダー・五大奉仕委員長

宜しくお願い致します。 

岡本比呂志会員 夏の猛暑、コロナに負けないで

頑張りましょう。 

松岡 昌宏会員 暑さに負けず頑張りましょう。 

鈴木 明子会員 今年度はクラブ奉仕委員長をさ

せて頂きます。一年間宜しくお願い致します。 

神谷  稔 会員・岡野 元昭会員・宮川 勝平会員

増渕 和夫会員・萩原  勇  会員・森田 輝雄会員 

大塚 雄造会員・龍山 利道会員・石原 勇介会員 

森  克巳会員 

『研修リーダー・五大奉仕委員長の皆様、本日は

宜しくお願いします』 

スマイル報告 

 

「暑気払い例会」開催中止の案内        

  新型コロナウイルス拡大防止対策を取り中止に

させて頂きました。   

親睦活動委員会   委員長 石原 勇介     

委員会報告 

 
研修リーダー         岡本比呂志     
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９・１０月のプログラム  委員長 松岡 昌宏 

  ３日（木） 通常例会 「各委員長発表」 

１７日（木） 通常例会 「R財団奨学候補生紹介」 

10/１（木） 通常例会 「ガバナー補佐訪問」 

10/８（木） 通常例会 「ガバナー公式訪問」 

 

昨年度末に新座市立新座中学校で予定しており

ました「薬物乱用のない社会をつくるために！」

の講演が、新型コロナウィルス感染拡大の影響で

来年度に延期されたことは大変残念なことです。 

予定していた講演者の 埼玉ダルク代表 辻本様

をはじめ、スピーチを予定した方々や新座中の先

生方にご迷惑をおかけしたことは、主催者として

申し訳なく思っております。 

今回の 新型コロナウィルス感染拡大の影響は経

済だけでなく、教育にも多大な影響を与えており

今後、薬物乱用者や青少年の自殺者が増えるので

はないかと危惧しております。 

今年度の講演のために十分な準備をすすめ、ぜ

ひ実現したいと思っております。ご協力の程宜し

くお願い致します。 

青少年奉仕委員会  委員長 大塚 雄造     

 

 ＲＩは各ＲＣに「クラブ研修リーダー」（Club 

Trainer）の任命を推奨しています（2006 年 11 月

ＲＩ理事 会会合、決定 104 号）。 

 その目的は、クラブレベルのロータリー研修を

強化・充実することにあります。研修リーダーは

ロータリアンの自主性を高め、その活性化を促し

活発なロータリー活動ができるようにサポートを

していきます。特に、2020 ～ 2021 年度において

は、ホーガー・クラーク RI 会長のテーマ『ロー

タリーは機会の扉を開く』、また相原茂吉 RI 第

2570 地区ガバナーの『友達を作ろう』という地

区テーマに基づいて研修を進めて行きます。ロー

タリアン自身が「ロータリーの目的」とその活動

について深く学びながら、地域の人々にも新座

ロータリー クラブとその活動についてより良く

知っていただき、ロータリーの公共イメージと認

知度の向上に努めて行きます。  

【活動計画】   

１．クラブの年間研修計画を立案し、実施する  

２．地区研修会合への出席を促す   

３．新入会員のためにオリエンテーションを実施  

  する   

４．『ロータリーの友』や『ロータリアン必携～

「これだけは知っておきたいロータリーの基礎』  

 等を活用し現会員のために継続的学習の機会を  

 提供する   

５．研修に必要な情報を会員に随時提供する   

 委員長 宮川 勝平 出席報告 

★２０２０年度上期会費納入のお願い 

クラブからの連絡 

出席 １９名 欠席 ４名 

出  席  率 ８２．６１％  

修正出席率 例会取消 
会員数２７名 

（免除者５名） 

Ｒ２.８.６ 

☆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 


