
 

NIIZANIIZANIIZA RotaryRotaryRotary weeklyweeklyweekly

会長方針会長方針会長方針    小泉 小泉 小泉   哲也哲也哲也      『 出逢いは財産『 出逢いは財産『 出逢いは財産   縁を絆に』縁を絆に』縁を絆に』   

国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長   ホルガー・クナークホルガー・クナークホルガー・クナーク   『ロータリーは機会の扉を開く』『ロータリーは機会の扉を開く』『ロータリーは機会の扉を開く』   

   

第第第257025702570地区ガバナー地区ガバナー地区ガバナー   相原相原相原   茂吉茂吉茂吉   『 友達をつくろう』『 友達をつくろう』『 友達をつくろう』   

国際ロータリー国際ロータリー国際ロータリー   第第第257025702570地区地区地区   新座ロータリークラブ会報新座ロータリークラブ会報新座ロータリークラブ会報   ２０１９～２０２０２０１９～２０２０２０１９～２０２０年度年度年度      

 第１７８０号 

  

令和３年４月８日 発行 

会長会長会長   小泉小泉小泉   哲也 哲也 哲也     副会長 副会長 副会長   岡野岡野岡野   元昭元昭元昭            幹事幹事幹事   神谷神谷神谷   億文億文億文      

第２１５１回例会第２１５１回例会第２１５１回例会   ３月第４週３月第４週３月第４週   ３月２５日（木） ３月２５日（木） ３月２５日（木）    

通常例会通常例会通常例会   『クラブフォーラム』『クラブフォーラム』『クラブフォーラム』   

司   会  親睦活動委員  石原 勇介           
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唱   話 「四つのテスト」 

 

緊急事態宣言が解除され、初めての例会となり

ました。久々に例会が開催できることにより、皆

様のお元気そうなお顔を拝見でき大変うれしく思

います。 

緊急事態宣言が解除されたことにより、巷では

徐々に普通の生活が戻ってくるのではないかと思

いますが、また少しづつ感染者が増えております

し、ワクチン接種まで今しばらくありそうですの

で、引き続き感染症対策は必要で対策をしっかり

と講じて参りましょう。 

さて、１月２８日帝国ホテルにて執り行われま

した「細沼哲夫会員のお別れの会」には多くの会 

会長の時間 会長 小泉 哲也 

員の皆様にご参列を賜り心より感謝申し上げま

す。当日は、多くの皆様がご参列なされており、

改めて別れを惜しむ多くの皆様の姿を拝見し、細

沼会員のお人柄、偉大さを実感させて頂きまし

た。常日頃、私のようなものにも分け隔てなく接

して頂き、もっとご一緒させて頂く中でご指導い

ただきたかったです。改めて心よりご冥福をお祈

り申し上げます。 

さて、新座市の小中学校では３月１５日に中学

校、昨日２４日は小学校の卒業式が執り行われま

した、コロナ禍での卒業式という事で、先生、生

徒、保護者１名、来賓無しで行われ、通常であれ

ば教育委員会委員として参列するのが常であり、

なりたい職業の発表などの生の状況をご報告でき

るはずでしたが、今回は昨年に引き続き残念なが

ら参列が許されませんでした。お聞きしたところ

今までセレモニー的なニュアンスが強くなり、当

日に向け長い練習を重ねていたそうですが、今年

はそこまで練習に時間をかける事なく当日を迎え

る新しい形を取ったそうです。「WITHコロナ」を意

識し、新しい状況に合わせた形を作り出していく

事が改めて大事であると痛感させられました。 

卒業式といえば、インスタ映えする「巨大卒業

証書」が新聞をはじめ様々なメディアで取り上げ

られております。「新座市商工会青年部」が市内

２３校寄贈したこの卒業証書は、産業フェスティ 
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バルや様々な独自イベントが軒並み中止となり、

お子さんたちとの触れ合いがなくなったため、

「お子さんの喜ぶ顔が見たい」「思い出に残る何

かをしたい」との想いの中で寄贈されたとのこと

です。とでも素晴らしいアイデアに、我がＲＣに

おいても軒並み事業が中止される中で、何かしら

会費の中から拠出できないかと個人的に思ってお

ります。会員の皆様にも広くお知恵をお借りし、

わたくしの年度内で形にできればと思っておりま

すのでご協力の程宜しくお願い申し上げます。 

センバツ高校野球や、わたくしの子供も参加さ

せて頂きました福岡で行われておりますテニスの

全国選抜など、昨年では考えられなかったような

大きなイベントが徐々に開催され、どんどん動き

出しております。先ほどもお話しさせて頂きまし

たが「できないでは無く、どうやったらできる

か？」を念頭に「ＷＩＴＨコロナ」で様々ＲＣ活動を

始め行っていければと思います。 

それでは、本日も宜しくお願い申し上げます。 

 

１、２月のレート １ドル⇒１０４円 

１、３月のレート １ドル⇒１０６円 

１、日本事務局より２件受信 

  １）神谷浩一会員にＲ財団寄付金ＰＨＦ認証状 

２）クラブ事務局並びに役員登録の件 

１、地区事務所より９件受信 

１) 相原ガバナーより、緊急事態宣言延長に伴  

   う地区活動並びに例会の対応について 

２）第２回ロータリー財団セミナー及び補助金 

  管理セミナー形式変更のお知らせ」 

３）地区補助金報告書並びに地区補助金申請書

提出締切日の案内及び授与と受託の条件 

幹事報告 幹事 神谷 億文  

 
４）２０２１年度会長エレクト研修セミナー開催 

  日時：４月３日（土）点鐘：１３時～１７時 

   場所：紫雲閣 

５）クラブ参加資格認定（ＭＯＵ）取交し依頼 

 ６）ハイライトよねやま２５１・２５２号 

７）２０２１年度地区チーム研修セミナー中止  

 ８）コロナ感染症に関する友事務所対応の件 

 ９）ディスカッションリーダー養成セミナーの 

   案内 ★申込締切：３月３１日 

１、勝瀬ガバナー補佐より２件受信 

１）第２グループ各クラブの例会の実態と現況 

 ２）ガバナー輩出の為のクラブのグループ化 

１、第２グループ第６回会長幹事会の案内 

日時：４月２４日（土） 点鐘：１３時 

   場所：ベルセゾン 会費：３，０００円 

１、戸髙健司第２グループガバナー補佐エレクト 

  より２０２１年度補佐着任の挨拶及び 

  次年度会長幹事連絡先登録依頼 

１、和光２１幸魂衛星クラブ認可証承認を祝う会 

  延期のお知らせ 

１、東京ロータリークラブの熊平雅人氏より「抜

粋のつづり その８０」拝受 

１、朝霞キャロットロータリークラブより例会場

をスマイルホテルに変更する案内 

１、熊谷南ロータリークラブ事務所移転の案内 

  新住所：３６０－００４６  

      熊谷市鎌倉町１４９ ＭＫビル２０２  

  ＴＥＬ・ＦＡＸ・メールアドレスは変更なし   

１、新座市防犯推進協議会委員の任期満了の案内 

１，新座市国際交流協会評議委員への就任及び専 

  門委員会の参加について 

１、第２グループ第５回会長幹事会議事録及び収 

  支報告書 

１、朝霞ＲＣより年度計画書及び会報拝受 

１、埼玉県緑化推進委員会より令和３年「緑の募 

  金運動」協力依頼 

１、例会案内（志木・富士見・朝霞キャロット・ 

  和光）各ロータリークラブより拝受 

１、富士見ロータリークラブよりクラブ会報拝受 

１、米山記念奨学生文集１３「煌めく１６の星」 

１、２０２１年度理事役員名簿（志木・富士見・朝

霞・朝霞キャロット・新座こぶし）各ＲＣ 



 

神谷 億文会員 お久しぶりです。コロナ対策を

しっかりとり乗り切りましょう。 

大塚 誠一会員 お久しぶりです。元気な姿を見

て嬉しく思います。 

神谷  稔 会員 皆様お久しぶりです。コロナ禍 

ではありますが気を付けて頑張って参りましょう 

岡本比呂志会員 皆さま、お変わりありませんで

しょうか。健康第一で頑張りましょう。 

増渕 和夫会員 お久し振りです。コロナがまた

また流行ってきています。ワクチンはまだまだ打

てません。皆様、気を付けてお過ごし下さい。 

大塚 雄造会員 皆様、お元気でいらっしゃいま

すか。私は、何とかやっています。ワクチン接種 

早くしたいです。 

龍山 利道会員 久しぶりの例会です。皆様お元

気そうで何よりです。 

金子 幸男会員・岡野 元昭会員・宮川 勝平会員 

出浦 惠子会員・神谷 浩一会員・石原 勇介会員 

松岡 昌宏会員・森   克巳会員・髙𣘺 遼太会員 

『皆様お久し振りです。緊急事態宣言が解除され

ましたが、リバウンドが懸念されております。さ

らに気を引き締めて自分自身を守りましょう』 

 

２月のお祝い 
 会員誕生月：萩原 勇・森田輝雄 各会員 

 夫人誕生月：なし 

 結婚記念月：吉原良一会員 

３月のお祝い 

 会員誕生月：髙𫞎遼太会員 

 伴侶誕生月：松岡昌宏・石原勇介・出浦惠子・ 

       鈴木明子 各会員 

 結婚記念月：増渕和夫・大塚雄造・神谷億文・ 

      陣野壮太郎 各会員 

今月のお祝い 

表彰 Ｒ財団寄付金     

    

神谷浩一会員にポールハリスフェロー  

「ご協力頂きありがとうございました」 

ワクチン接種事情 

 

スマイル報告 

親睦活動委員会      委員 神谷 浩一    

 

宣言が解除され益々感染者が増え続けると思っ

ています。ワクチンは２２万人の医療従事者のう

ち今のところ４万人分しか送られてきていない。

よって医療関係者は勿論のこと一般の我々はいつ

打てるかわからない状況です。三郷市のドクター

に聞いたところ、三郷市のドクターは５月に接種

の予定とか？新座市は５月の予定が延期になりま

だ接種できない。ワクチン接種までは、マスクを

して今まで行ってきた様々な感染症対策が重要！  

小泉 哲也会員 久し振りに開催することが出来

嬉しいです。本日宜しくお願い申し上げます。 
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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 

 委員長 宮川 勝平 出席報告  委員長 松岡 昌宏 

出席 １９名 欠席 ２名 

出  席  率 ９０．４８％  

修正出席率 例会取消 
会員数２７名 

（免除者６名） 

Ｒ３.３.２５ 

☆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 

４月 ８日（木） 通常例会 「PETS報告」  

                    鈴木明子会長エレクト 

４月２２日（木） 通常例会 「次年度に寄せて」   

                    鈴木明子会長エレクト 

     ★年度計画書作成にご協力をお願い致します 

４月のプログラム 

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 

 

因みに、第２グループは、朝霞・新座・和光・朝

霞キャロットの５クラブと、志木・富士見の２ク

ラブに分ける案が出ています。 

★第2グループのクラブゾーニング（案） 

  クラブ名        会員数 

① 朝霞ＲＣ         ２４  

  朝霞キャロットＲＣ    １０ 

  和光ＲＣ           ５  

  新座ＲＣ         ２７ 

  新座こぶしＲＣ        ９ 

-------------------------------------------- 

  合 計          ７５名 

② 志木ＲＣ         ４４ 

  富士見ＲＣ        ４０   

-------------------------------------------- 

  合 計          ８４名     

 

 会員の皆様の忌憚のないご意見をお聞かせくだ

さい。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 小泉会長より上記の提案が出され活発な意見交

換をした。 

 

ガバナー輩出について 

 近年第２５７０地区では、ガバナー輩出におい

て困難を極めています。ロータリアンの高齢化と

会員減少に伴い、素晴らしい人材が存在するにも

拘わらず、クラブの体力不足からガバナー輩出が

難しくなってきているのが現状です。 

 そこで、ガバナー輩出に向け、１クラブのみで

は難しくなってきていることから、各グループ内

のクラブ間のグループ化案が示され、その案につ

いて検討して欲しい旨の要望が出され４月２４日

の会長幹事会までにクラブの意見を取りまとめる

ことになりました。 

クラブフォーラム 

★4月18日（日） 地区協議会 

  会場：飯能市市民会館 

      乗り合いで行きます 

クラブからの連絡 


