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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 相原 茂吉 『 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２１４７回例会 １２月第３週 １２月１７日（木）

通常例会 『クラブ年次総会』
第２１４８回例会 １２月第５週 １２月３１日（木）
移動例会 『平林寺参拝』 於：平林寺
司

会 親睦活動委員

石原 勇介

相原ガバナー、勝瀬ガバナー補佐よりお褒めの言

点

鐘 会長

小泉

葉を頂きましたのでご報告させていただきます。

哲也

ソ ン グ 「我らの生業」

また、その前の１２月１日にはベルセゾンにて
会長幹事会が開催され、２０１２年２月２３日に

会長の時間 会長 小泉 哲也

行われるＩＭについてパネラーとなりうる人の参
加のもと細部に渡り協議させていただきました。
新型コロナウィルス感染者が増え続ける中で、本
当に開催できるのかとの思いもありますが、準備
だけは万全に整えたいとの勝瀬ガバナー補佐、高
橋実行委員長の想いに導かれ次第に熱を帯びた話
し合いになりました。最終判断は、１月１５日に
行われる会長幹事会で決定致しますので、その際
は改めてご案内させて頂きたいと思います。

本日、今年度最後の例会に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。
まずもって、１２月３日に行われたガバナー公
式訪問においては、皆様方の参加協力のもと成功

また、本日例会に先立ちまして今年度第２回の
臨時理事会が開催され、以下の二点が上程されま
した。まず、１月２８日に予定されていた通常例
会での新年会ですが、今年の初めにお亡くなりに

裡に終了できましたことに、心より感謝申し上げ

なった細沼哲夫会員のお別れの会と日程時間が重

ます。

なるため、その会を移動例会とさせて頂くことに

コロナ禍の中での開催ということもあり、参加

なりました。当日は、帝国ホテルにおいて１３：

人数や開催準備など色々と気を揉むことが多かっ

００～１４：００にて開催され、こちらから乗り

たですが、何事もなく無事終了したことにほっと

合わせで伺いたいと思っております。詳細に関し

しております。

ては、改めてご案内させていただきますので宜し

委員会報告

お願い申し上げます。
また、この後の年次総会にて発表される鈴木年
度の役員理事候補者が上程され承認されましたこ

国際奉仕委員会

委員長 金子

幸男

とをご報告申し上げます。
年賀状を書き始めておりますが、新年まで早く
も１５日を残すのみとなりました。年末年始は静
かに籠り家族や数人の方で過ごすのが主流という
ことが報道されております。まずは、体調を万全
に新型コロナウィルスにかからず、来年また元気
にお会いできる事を心よりご祈念申し上げます。
くる年が皆様にとって良き年でありますことを
願っております。
それでは、本日の年次大会宜しくお願い申し上
げます。

ネパール奨学支援金・ロータリー財団寄付金・
米山記念奨学会個人寄付金にご協力頂きありがと
うございました。
お陰様で１２月１６日にすべて送金致しました。
今後とも宜しくお願い致します。

幹事報告 幹事 神谷 億文
スマイル報告

親睦活動委員会

委員 髙𣘺 遼太

１、「細沼哲夫会員のお別れの会」の案内拝受
日時：２０２１年１月２８日（木）１３時～１４時
場所：帝国ホテル 富士の間
＊都合の良い時間に平服にて
１、地区事務所より２件受信

小泉 哲也会員 先日のガバナー公式訪問大変お
世話になりました。本日今年最後の例会となりま

１) ＲＩ第２５７０地区「ライラ大会」中止の案内

す。来年皆様にとって良い年になります事を祈っ

２）ハイライトよねやま２４９号

ております。

１、富士見ロータリークラブより第４回会長幹事
会議事録及び収支報告
１、新座市より、市制施行５０周年記念「新座市
民便利帳わがまちにいざ」への広告掲載依頼

神谷 億文会員 年次総会です。どうぞ宜しくお
願い申し上げます。
鈴木 明子会員 本日、年次総会です。どうぞ宜
しくお願い致します。

１、和光ロータリークラブより例会変更拝受

金子 幸男会員・岡野 元昭会員・増渕 和夫会員

１、クラブ会報（富士見・志木）ＲＣより拝受

宮川 勝平会員・並木

１、新座ＢＳ・ＧＳ中央育成会より2021年度版カ

龍山 利道会員・石原 勇介会員・松岡 昌宏会員

レンダー及び領収書受信
１、埼玉ダルク機関紙拝受

傑 会員・萩原

勇 会員

髙𣘺 遼太会員
『クラブ年次総会宜しくお願い致します』

クラブ年次総会

２０２１年度会長職就任にあたり

鈴木

明子

２０２１年～２０２２年度、新座ロータリーク

会長エレクト

鈴木

明子

ラブの会長を務めさせていただきます鈴木明子で
ございます。

２０２１年度役員理事を発表致します。

２０１３年１１月、現在新座市長の並木傑会員
が会長をされていた年度に入会させていただきま
した。ロータリー歴７年、まだまだロータリーを
勉強中ではありますが、皆さんにご指導していた
だきながら歴史ある新座ロータリークラブの名を
汚さないよう頑張ってまいる所存です。
１１月の例会や理事会で会長エレクトの件でご
相談させていただいておりました。２０１３年私

次年度役員理事発表
2021～2022年度

が入会させていただいた年には、５月に陣野会員
が、７月に現会長の小泉会員が入会されました。

役員・理事

ここまでの方々が会長に就任されております。
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しかし、入会した順に会長をお願いしていくに
は、途切れることなく会員増強をしていかなけれ

今一度考えていかなければならない時期になって
いるのではと感じております。
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さて今年度は、コロナウイルス感染症の影響

社

会

奉

仕

髙𫞎 遼太

で、夜間例会やクリスマス家族例会などの親睦活
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動、親子招待ボウリングなどの社会奉仕活動、さ
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理事(プログラム)

金子

幸男

か、パスト会長の皆様にご指導いただき、また会

理事(親睦活動)

岡野

元昭

員の皆様の御意見を伺いながら検討してまいりた

理 事 ( 副 幹 事 )

小泉

哲也

まざまな活動の中止や自粛を余儀なくされている
状況です。来年６月には日本でもワクチン接種が
始まるとの報道ですが、コロナウイルス感染症の
終息が見通せない中、どのような活動が可能なの

いと思います。よろしくお願い申し上げます。

今後のクラブ運営について
これからの理事役員選出について、会員の皆様
のご意見を伺い参考にして参りたいと存じます。
活発な意見交換を行い会員増強が肝要である。
そして、やむなく２回目の会長要請の折はご快諾
ご協力の程

宜しくお願い申し上げます

くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

第２１４８回例会 １２月第５週 １２月３１日（木）

移動例会 『平林寺参拝』 於：平林寺

明けましておめでとうございます
本年もどうぞ宜しく
お願い申し上げます

例会は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

１月のプログラム

委員長

松岡

昌宏

出席報告

委員長

宮川 勝平

Ｒ２.１２.１７

７日（木） 例会取消 定款による
１４日（木） 例会取消 定款による
２１日（木） 通常例会 「新春卓話」 小泉哲也会長
神谷億文幹事
２８日（木） 移動例会 「細沼会員のお別れ会」 １３時
帝国ホテル 富士の間

☆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 １７名 欠席 ４名
会員数２７名 出 席 率 ８０．９５％
（免除者６名） 修正出席率 ９５．２４％

クラブからの連絡
新型コロナウイルス感染症に気を付けて
よいお年をお迎えください。
１月２１日に元気にお会い致しましょう‼
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