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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』
第2570
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２１３９回例会 ９月第１週 ９月３日（木）

通常例会 『各委員長活動方針発表』
司

会 親睦活動委員

石原 勇介

会、ＩＭなど議題は盛沢山でありましたが、その

点

鐘 会長

小泉

中で今現在の各ロータリークラブの活動状況につ

哲也

ソ ン グ 「君が代」「奉仕の理想」

いての報告がありました。

唱

概ね各ロータリークラブに於いては月２回程度通

話 「四つのテスト」

常通りに近い形で開催されているとのことでした

会長の時間 会長 小泉 哲也

が、例会の会場など様々対応に苦慮している様で
ありました。また、志木ロータリークラブに関し
ては例会がいまだ無く、引継ぎもままならない状
況だそうです。それを考えると、こうして例会が
開催できることに感謝しながらも、しっかりと感
染拡大防止の対策は万全にと改めて思いました。
地区大会に関しては、１５００人収容できるウ
エスタ川越で開催予定でありましたが、各ロータ
リークラブの会長幹事、地区役員を対象に約２０

本日の多くの皆様にご参集頂き心より感謝申し
上げます。

０名での開催となりました。参加できない方々に
は、ネット配信を新たな試みとして行うことにな

７月は長雨で、８月に入ったら気温が高い日が

りました。また、ＩＭに関しては、入会候補者で

続き今度は雨が全然降らない異常な天候の中、皆

ある次世代経営者によるパネルフォーラムを予定

様体調はいかがでしょうか？

しておりますのでご報告申し上げます。

新型コロナウイルスの影響もあり、新座市の小

また、８月３０日には国際奉仕委員会セミナー

中学校の夏休みも約２週間に短縮され、全てにお

が紫雲閣で開催され出席して参りました。活動報

いて今までとは異なる夏でありました。今日も残

告及び視察報告をお聞きしましたが、ミャンマー

暑の厳しい一日となりそうですので、ご自愛いた

では寺子屋支援・学校建設、ベトナムでは少数民

だきお過ごしいただければと思います。

族地区へのロータリークラブの寄贈と教育支援、

さて、先日第２グループ会長幹事会が開催され

タイにおいては医療機器支援と消防車の寄贈の報

参加して参りました。ガバナー公式訪問、地区大

告をいただき、機会がなければお聞きすることが

できない内容を聞かせていただき学ばせて頂きま

１１）ロータリー文庫より文書配信、再度依頼

した。

１、新座市より２件

新座ロータリークラブにおいてもこういった形で

１）令和２年秋の全国交通安全運動実施の案内

の支援を考える必要があるのではと思いました。

２）国際交流協会令和２年の事業の実施の案内

本日は各委員会の委員長の年度方針発表となり
ます。新型コロナウィルスに振り回される年度で

１、朝霞キャロットＲＣより例会の案内拝受
１、富士見ロータリークラブより会報拝受

はありますが、各委員長の熱い想いをご披露いた
だければと思います。それでは本日も最後までよ

今月のお祝い

ろしくお願い申し上げます。

幹事報告 幹事 神谷 億文

陣野・神谷浩一・岡本 各会員に花束贈呈
「お誕生月おめでとうございます」
会員誕生月：岡本比呂志・神谷浩一・陣野壮太郎
１、９月ロータリーレート

１ドル＝１０６円

１、地区事務所より１１件受信

各会員
夫人誕生月：金子幸男・森田輝雄・松本四郎 各夫人

１) 「地区大会」の案内

結婚記念月：大塚誠一会員

日時：１１月３日（火・祝） 受付：１２時
場所：ウェスタ川越大ホール

スマイル報告

記念講演 講師：三浦雄一郎氏（登山家）
２）「地区大会記念ゴルフコンペ」

親睦活動委員会

日時：１０月１２日（月）

委員 陣野壮太郎

場所：鳩山カントリークラブ
登録料：５，０００円 ＊各クラブ３名以上
３）地区大会における選挙人名簿提出のお願い
＊３７名以下のクラブは１名選出
４）地区大会決議案書（案）
５）会員増強セミナーの案内
日時：１０月３日（土） 点鐘：１３時
場所：ガーデンホテル紫雲閣２階
６）日本ロータリー１００周年記念切手発行の
お知らせ（再度・会員に送信済み）
７）11月のロータリー財団月間に因んで、卓話

小泉

哲也会員

暑い日が続きます。体調には十

分留意ください。本日の委員長発表宜しくお願い
申し上げます。
神谷 億文会員 委員長皆様宜しくお願いします
松本 四郎会員 頑張りましょう！

者派遣依頼申込の案内
８）アフリカ地域の野生型ポリオ根絶認定の件

岡本比呂志会員

９）基本的教育と識字率向上月間

切っていきましょう。

１０）バギオだより８０号

リソース

誕生月です。皆さま、残暑のり

大塚 雄造会員 暑さに負けず頑張りましょう。

陣野壮太郎会員

各委員長さんの発表どうぞよろ

しくお願い申し上げます。
神谷

ロータリー情報委員会

委員長 本木

英朗

委員長 森

克巳

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・並木

傑 会員

森田

輝雄会員・神谷 浩一会員・本木 英朗会員

龍山

利道会員・石原 勇介会員・森

克巳会員

髙𣘺 遼太会員
『各委員長の皆様、本日は宜しくお願いします』

クラブ協議会
会報委員会
本日は、各委員長より年度計画書に沿って今年
度の方針と活動計画が発表されました。一年間ど
うぞ宜しくお願い致します。

会場監督

委員長

増渕

和夫

親睦活動委員会

会員増強委員会

委員長

岡野

委員長 石原

勇介

元昭

プログラム委員会

委員

松岡

昌宏

年度計画書の１４～１５ページに年間プログラ
ム予定が組まれておりますが、これはあくまでも
予定です。

出席向上委員会

委員長

宮川

勝平

今年度は、新型コロナウイルス拡大防止対策を
取りながら楽しく充実した例会プログラムになれ
ばと思っております。
例会開催が思うようにできませんが、外部卓話
等お願いしたい方がいらっしゃいましたらお申し
出ください。対応致します。
注意 第２グループＩＭ：２月２３日（火・祝）
場所：朝霞市民会館

米山記念奨学委員会

委員

萩原

勇

雑誌広報委員会

委員長 大塚

誠一

今や地球環境は新型コロナウイルスに晒され混
乱している。
こんな時こそロータリアンは原点に戻り、いっそ
う自己研鑚に務めるべきであります。その過程に
おいて今まで以上に会員同士の固い絆をもって当
たれば小さな扉にぶち当たるかもしれません。あ
るいは既存の大きな扉かもしれません。
いずれにしてもみんなの力で小泉年度を盛り上げ

R財団委員会

副委員長

神谷

浩一

ましょう。

国際奉仕委員会

委員長 金子

幸男

ロータリーの国際奉仕の基本理念は、人道的な
活動を広げ、国際融和・国際平和を推進する為、
一人ひとりのロータリアンが国境を越えて、お互
いに手を差しのべることです。
これからは、新型コロナウイルス感染症拡大防

職業奉仕委員会

委員長

髙𫞎 遼太

止対策も視野に入れ、国際ロータリー第２５７０
地区やロータリー財団と連携して国際奉仕の事業
を推進する。

９・１０月のプログラム

委員長

松岡

昌宏

１７日（木） 通常例会 「クラブ協議会」
10/１（木） 通常例会 「ガバナー補佐訪問」 ６階 Fuyo
10/８（木） 通常例会 「ガバナー公式訪問」 ５階 Fuji

☆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

出席報告

委員長

宮川 勝平

Ｒ２.９.３

出席 １９名 欠席 ２名
会員数２７名 出 席 率 ９０．４７％
（免除者６名） 修正出席率 例会取消

クラブからの連絡
★２０２０年度上期会費納入のお願い

新座ロータリークラブ事務局

http://www.niiza-rc.jp

国際ロータリー第２５７０地区 新座ロータリークラブ

〒352-0001 新座市東北2-25-11-406
電話

０４８ (４７３)７０４１

ＦＡＸ

０４８ (４７３)９２２１
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