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ソ ン グ 「我らの生業」 

 

足元が悪く気温も１１月下旬並みの寒い中、本

日も多くの皆様にご参集いただき誠にありがとう

ございます。また、先日のガバナー補佐訪問にも

多くの方にご参加いただき、成功裏に終了するこ

とができ、改めて心より感謝申し上げます。 

翌日にお礼のお電話を入れさせていただいた際

に、勝瀬ガバナー補佐よりくれぐれも皆様によろ

しくお伝えくださいとのことでしたので、ご報告

申し上げます。 

さて、このようなコロナ感染拡大の中で地区に

おいて様々な委員会のセミナーが開催され始めて

おります。９月２７日には、職業奉仕委員会・公

共イメージ委員会合同セミナーが開催され、森田 

会長の時間 会長 小泉 哲也 

会員と鈴木会員とともに参加して参りました。   

「資本主義の変遷と渋沢栄一」とのテーマで、ヤ

シの実洗剤でおなじみのサラヤ株式会社大阪ロー

タリークラブ所属の更家社長から職業奉仕の講演

をいただきました。後半では、公共イメージ委員

会より「ニューノーマル時代の公共イメージ」に

ついてお話をいただき、ホームページ・フェース

ブックYouTubeなど積極的なＳＮＳの活用をしロー

タリークラブの善い行いを知っていただくことが

必要であるとの発表がなされました。 

 また、１０月３日は会員増強セミナーに岡野会

員とともに参加して参りました。今回「衛星クラ

ブ」についての基調講演をいただきその後ＲＬＩ方

式にて討議いたしました。その講演の中で「楽し

い時間を過ごせる仕組みを作り貴重な時間を使っ

て参加してよかったと思っていただけるようにし

ていく」との想いには共感するとともに、我々も

しっかり意識して活動していかなければならない

と改めて気づかせて頂きました。 

本日は通常ですとガバナー公式訪問の予定でし

たが、ご案内の通り相原ガバナーの手術の関係で

延期となりました。その相原ガバナーですが、先

日の日曜日に無事退院されたとのことです。 

そこで勝瀬ガバナー補佐より公式訪問の日程調

整の打診をいただき相原ガバナーと協議の上、日

程を一任されておりましたので１２月３日木曜日 



 

１２月の第一例会にて延期された公式訪問を行う

形で決定させていただきましたのでご報告申し上

げます。改めて会員の皆様にご案内させて頂くと

ともに出席要請をさせていただきますので万障お

繰り合わせの上ご出席頂きます様心よりお願い申

し上げます。 

そのうえで、本日クラブ協議会では公式訪問に向

けて様々なお話を皆様とともにさせて頂きたいと

思いますので何卒宜しくお願い申し上げます。 

最後になりましたが、いよいよ鈴木明子年度が

始動いたします。そこで、２０２１～２０２２年

度役員理事の指名委員会を現在の役員理事で行い

ますので宜しくお願い申し上げます。 

それでは本日も最後まで宜しくお願い申し上げ

ます。 

 

１、１０月のロータリーレート 1ドル＝１０５円 

１、地区事務所より３件受信 

１) 2019-20年度地区財務監査報告（案）受信 

 ２）地区大会記念ゴルフコンペ組合せ表訂正版 

 ３）地区大会使用クラブ写真送信依頼 

 ４）R財団月間・卓話者決定のお知らせ 

   グローバル補助金奨学候補生 佐藤哲郎君 

５）米山記念奨学委員会クリスマス会のご案内 

   日時：１２月 ６ 日（日） 点鐘：１７時  

   場所；「アルカーサル迎賓館川越」 

１、例会の案内（和光・朝霞）各ロータリークラ 

  ブより拝受 

１、朝霞ロータリークラブよりクラブ会報拝受 

幹事報告 幹事 神谷 億文  

 米山記念奨学会     委員長 萩原 勇 

 先週に引き続き会員の皆様の善意の寄付金をお

願い申し上げます。 

米山寄付金：１０，０００円（希望） 

委員会報告 

 
親睦活動委員会    委員 鈴木 明子     

スマイル報告 

小泉 哲也会員 先週のガバナー補佐訪問ご参加

誠にありがとうございました。本日、ガバナー公

式訪問に向けてクラブ協議会を開催致しますので

宜しくお願い申し上げます。 

神谷 億文会員 先週のガバナー補佐訪問に多数

ご出席頂きありがとうございました。本日のクラ

ブ協議会宜しくお願い致します。 

岡本比呂志会員 急に寒くなりました。風邪をひ

かないように気を付けてましょう。  

出浦 惠子会員 お久しぶりです。 

萩原  勇 会員 米山寄付金にご協力頂きありが

とうございます。 

松岡 昌宏会員 季節の変わり目、寒暖差が大き

くなっております。皆様体調にはくれぐれもお気

を付けください+。 

陣野壮太郎会員 小泉会長、本日どうぞよろしく

お願い致します。 



 
 ・長く所属している理由を掘り下げると会員拡

大につながるのではないか？ 

   → 趣味での繋がり 炉辺会合 

   → 異業種の人との出逢いと関わり 

   → 近隣市の方々との繋がりができる 

 ・クラブ会員のみんなが楽しめる形を作る 

・自分自身の体調もあるが、世代交代を進めて

いく必要がある 

 ・会員拡大に最大限力を入れていく必要がある 

 ・会員拡大が重要と考える ３５～３６名の会

員が理想 

 ・居心地の良い雰囲気の例会づくりが必要 

 ・若い人に入会して頂けるようにネットワーク

を最大限活用していく 

 ・人が入ってこない会は無くなってしまうの

で、兎にも角にも会員拡大を進める必要あり 

 ・「あなたの周りで誰かひとり・・・」を常に

心がける 

 ・例会だけでは情報交換ができないので、炉辺

会合を積極的に行う 

 ・クラブライフを楽しもうと思う気持ちを常に

持つ 

 ・５年、１０年で人が少なくなることが明らか

である 

 ・優しくして頂き、導いてくれたので今がある

→新座ロータリークラブの最大の魅力を前面

に押し出す 

 ・３５名を目標に会員増強を目指す 

 ・魅力ある会員を外部に発信することで仲間に

なりたいと思わせる 

 ・ちょっとした一声を常に心がける 

クラブ協議会 

 

テーマ 「５年後のビジョンについて」        

 

      “維持・発展させるためには” 
 

来るべき、ガバナー公式訪問に向けて事前にク

ラブ協議会を開催することにより、当日協議する

内容を事前に協議し、当日の協議会において時間

を短縮しスムーズな進行をするために本日協議会

を開催する。 

 テーマについては、相原ガバナーが各クラブに

て最も重要であると考える「５年後のビジョン」

についてに決定し当日協議をする。 

 

 ・奉仕活動（地域・国際的）とクラブ内の親睦

活動をどのよう割合で進めていけばいいのか

正直わからない。そこを明確にしていく必要

あり。 

 ・やれることを地区や各クラブでやっていくこ

とが重要である。 

 ・地区の在り方、各クラブの在り方を改めて考

える時に来ている。 

 ・第２５７０地区このまま会員減少すると地区

の合併もありうると認識している。 

 ガバナー公式訪問によせて 

 

鈴木 明子会員 本日は寒いくらいです。お体に

気を付けて参りましょう。 

神谷  稔 会員・岡野 元昭会員・宮川 勝平会員

並木  傑 会員・森田 輝雄会員・石原 勇介会員 

森  克巳会員 

『クラブ協議会宜しくお願い致します』 



新座ロータリークラブ事務局  

〒352-0001 新座市東北2-25-11-406 

   電 話   ０４８ (４７３)７０４１ 

   ＦＡＸ   ０４８ (４７３)９２２１ 

 Ｅメール niiza.rc@dance.ocn.ne.jp 国際ロータリー第２５７０地区 新座ロータリークラブ 

http://www.niiza-rc.jp 

 

１１月のプログラム  委員長 松岡 昌宏 

12日（木） 通常例会 「R財団月間」 に因んで 

       グローバル補助金奨学候補生 佐藤哲郎様 

19日（木） 通常例会 イニシェーションスピーチ 石田会員 

 委員長 宮川勝平 出席報告 

ガバナー公式訪問は、１２月３日（木）     

クラブからの連絡 

出席 17名  欠席 4名 

出  席  率 8０．95％  

修正出席率 ９０．４７％ 
会員数２７名 

（免除者６名） 

Ｒ２.１０.８ 

☆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 

  訪問日：２０２０年１２月３日（木） 

 場  所：ベルセゾン（５Ｆ Ｆｕｊｉ）                        

11：30 懇談会（２Ｆ Kashiwa） 

   森・高𫞎・石田 各会員 ３年未満義務出席 

12：00 食事 例会場にて全員で 

12：30  第２１４６回例会 司会 石原親睦委員長  

   点鐘  小泉哲也会長 

   ロータリーソング「君が代・奉仕の理想」 

   ゲスト・ビジター紹介 小泉哲也会長  

   会長の時間    小泉哲也会長  

   幹事報告      神谷億文幹事 

   賛助金贈呈 『美しい街づくり委員会』                                 

         『新座ＢＳ・ＧＳ中央育成会』           

   今月のお祝い 

   委員会報告   各委員会 

   スマイル報告  親睦委員会 

13：00  ガバナー講話 相原茂吉ガバナー 

   テーマ『今ロータリーに求めるもの』 

      『何故いまロータリーか』 

13：30 閉会点鐘    小泉哲也会長 

   集合写真撮影   １０分間休憩  

ガバナー公式訪問タイムスケジュール 

今後のコロナウイルス感染症を鑑み、拡大防止対策を取り変更することが御座います 

13：40 クラブ協議会 

   「パネルディスカッション」  

    司会進行：小泉哲也会長・神谷億文幹事 

 

テーマ：５年後のクラブについてビジョン  

    存続・発展させるにはどうしたらよいか    

 

パネリスト：選出  

 

1３：５５  休憩（５分間） 

14：00  ディスカッション発表  

発表者  陣野壮太郎会員 

発表者  松岡 昌宏会員 

発表者  岡本比呂志会員    

 

14：10  ガバナー所感及び総評   

       ＲＩ第２５７０地区  相原茂吉カバナー 

            勝瀬義仁ガバナー補佐  

14：20  クラブ協議会終了  

    ガバナーと懇談会及び質問の時間 

 

14：25  公式訪問のお礼の挨拶 小泉会長 

14：30 ガバナー・ガバナー補佐お見送り  


