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四月の第一例会に、公私共ご多忙の中、多くの

方にご参集頂き心より感謝申し上げます。さて、

緊急事態宣言が解除され２週間が経ちますが、ま

た徐々に感染者が増加し昨日東京都で５５５人、

「まん延防止等重点処置」が出されている大阪府

では過去最多となる８７８人が感染され、東京都

においては「まん延防止等重点処置」を検討する

と表明され改めて拡大するのではとの緊張が高

まっております。これからも刻々と変わる状況を

しっかりと注視しながら、例会については消極策

を心掛け臨機応変に対応していきたいと思いま

す。 

会長の時間 会長 小泉 哲也 

さて、昨日大宮公園内にある埼玉県歴史と民族

の博物館で開催されている「ＮＨＫ大河ドラマ特

別展 晴天を衝け 渋沢栄一のまなざし」に市の

教育委員でご一緒させて頂いている皆様とともに

行ってまいりました。教育委員の方の奥様が、そ

の博物館の学芸員をされているということで説明

を頂きながら見学させて頂きました。大河ドラマ

の放送で関心が高まっている特別展ということも

あり、平日にも関わらず多くの方が来場されてお

りました。大礼服やシルクハット、本人の書かれ

た書など多数展示されており大変見ごたえのある

ものでした。その中で私が一番心に残ったのが、

「理に従えば則ち裕なり」の書でありました。渋

沢栄一の大事にしているこの言葉は、東洋紡の企

業理念にもなっている言葉だそうです。改めて調

べてみるとこの言葉には続きがあり、「欲に従え

ば惟危うし」と合わせて意味があり「人も持つ欲

に従って行動すれば危険な目に合い、理に従って

行動すれば豊かになっていくという教えだそうで

す。私自身の今後の仕事、人生の戒めの言葉とし

ていきたいと思います。 

 また、本日４月８日はお釈迦様の誕生日で、菩

提寺である平林寺でお釈迦様の小さな仏像に甘茶

をかける行事が行われ、まだ甘いものが今のよう

にあふれていなかった私の子供時代は甘茶を水筒

でもらってくるのがすごく楽しみでした。 



 

今はコロナで行っていないそうですが、再開した

ときには足を運んでみてはいかがでしょうか？ 

岡本会員の学校でも本日入学式が行われたとい

うことですが、新座市も本日午前全１７校の小学

校、午後は中学校が全６校の入学式が開催されま

す。こちらへ来る道すがら、ピカピカの一年生と

親御さんとすれ違いましたが、新たな学校生活が

始まり先生や友達との素晴らしい出逢いがあるこ

とを心から願っております。 

新年度といえば、本日鈴木会長エレクトによる

「ＰＥＴＳ報告」、その後新年度の臨時理事会と

新年度に向け着々と進んでいます。会員の皆様に

おかれましては、スムーズに新年度に移行できま

すよう絶大なるご協力を心からお願い申し上げ会

長の時間とさせて頂きます。 

それでは、本日もよろしくお願い申し上げます。 

 

１、４月のレート １ドル⇒１１０円 

１、日本事務局より在宅勤務を延長の案内受信 

   勤務形態：在宅勤務 

期間：2021年４月１日（木）～5月７日（金） 

１、地区事務所より２件受信 

１) 希望の風奨学支援金協力のお願い 

２）ロータリーの森奉仕活動中止の案内 

１、勝瀬義仁ガバナー補佐より「ガバナー輩出の

ためのクラブのグループ化」についてのクラ

ブ審議内容提出依頼 

１、第２グループ親睦ゴルフコンペの案内 

  日時：５月１８日（火） 

  集合：９時 スタート：アウト・イン９時４５分 

  場所：武蔵松山カントリークラブ 

  参加費：３，０００円 締切：４月１９日（月） 

幹事報告 幹事 神谷 億文   

会員誕生月：増渕和夫会員 

夫人誕生月：萩原 勇会員夫人 

結婚記念月：松本四郎・森田輝雄・鈴木明子 

       出浦惠子 各会員 

今月のお祝い 

 

１、国際交流協会評議委員会開催の案内 

  日時：４月２２日（木）開始：１８時３０分 

  場所：新座市役所本庁舎５階 全員協議会室 

１、米山梅吉記念館より「館報 2021春号」拝受 

１、新座市青少年市民会議解散について（御礼） 

  ・新座市財政ひっ迫による解散 

１、新座市交通安全推進協議会より２０２１年春 

  の交通安全運動のお知らせ 

  今年度も、新型コロナウイルス感染拡大防止 

  のため、出発式や街頭啓発活動は中止 

１、例会案内（和光・志木）各RCより拝受 

１、西那須野ロータリークラブより会報拝受 

１、和光ロータリークラブより２０２１～２２年度理

事役員名簿拝受 

 

スマイル報告 

親睦活動委員会      委員 萩原  勇    

増渕和夫会員に花束贈呈  

「お誕生月おめでとうございます」 



 

 

小泉 哲也会員 本日、ＰＥＴＳ報告、鈴木会長

エレクト何卒よろしくお願い申し上げます。   

神谷 億文会員 鈴木明子会長エレクト、本日宜

しくお願い申し上げます。 

神谷  稔 会員 次年度鈴木会長様、コロナ禍で

はありますが準備宜しくお願いします。 

岡本比呂志会員 本日、ベルセゾン６Fで入学式

が無事終了しました。また、新しい年度が始まり

ます。 

増渕 和夫会員 今月は誕生月です。 

大塚 雄造会員 会長エレクト鈴木会員様、卓話

楽しみにしております。 

鈴木 明子会員 本日、ＰＥＴＳ報告をさせて頂

きます。 

金子 幸男会員・大塚 誠一会員・宮川 勝平会員 

並木  傑 会員・森田 輝雄会員・萩原   勇 会員 

石原 勇介会員・森   克巳会員 

『鈴木明子会長エレクト、ＰＥＴＳ報告楽しみに

しております』 

ＰＥＴＳ報告 

 

 ２０２１年～２２年度、会長エレクト研修セミナー

（PETS）報告 

 

 ４月３日（土）東松山市紫雲閣にて、会長エレ

クト研修セミナーが開催されました。今年度の

PETSは、コロナ感染症拡大の状況下、時間が短縮

されての開催となりました。 

２０２１－２２年度国際ロータリー会長は、イ

ンド・西ベンガル州、カルカッタ-ナハマガル・

ロータリークラブ所属のシェカール・メータ氏で

あります。 

         会長エレクト 鈴木 明子    

シェカール・メータ氏は、２００４年に発生し

たインド洋での津波の被災者のため約５００戸の

家の建設の支援や、南アジアで１，５００件以上

の心臓外科手術を提供したプロジェクトを立ち上

げるなど、インドや近隣諸国でいくつもの大きな

奉仕プロジェクトに参加し実践されてきました。

奉仕に目覚めたことで「私は単なるロータリーク

ラブの会員から、ロータリアンになった」と話さ

れています。 

２０２１―２２年度国際ロータリー会長のテーマ

は「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするため

に」と発表されました。ほかの人のために生き、

世話をし、奉仕することで誰かの人生を豊かにす

ることは、誰かの人生だけでなく、自分の人生も

豊かにすると述べられています。 

また、２０２１－２２年度２５７０地区ガバナー

は入間ロータリークラブ所属の水村雅啓氏です。

地区スローガンは「もっと夢を もっと奉仕を」

です。ロータリー運動を表す言葉に「入りて学

び、出て奉仕せよ」があります。ロータリーをよ

り知り、現状を把握して、希望に満ちたロータ

リーの「未来を描く」ために、地区にあってはセ

ミナーや研修会を、クラブにあっては例会や家族

集会で学ぶ機会を作り、学んだことを実勢に生か

すことが重要です。５年後、１０年後の地区やク

ラブの未来を描き、夢（未来ビジョン‥総合計

画）を描き、夢の実現に向かって行動しましょう

と話されました。 

今年度の国際協議会はフロリダで行われる予定で

したが、コロナウイルス流行のためバーチャルで

１１日間開催されたとのことです。PETSも短い時

間での開催となりました。改めて配布資料に目を

通して、２２日の例会「次年度向けて」で運営方

針等をお示しさせていただきます。 

４月１８日には地区研修・協議会が予定されてお

ります。こちらも分科会は中止し半日での開催と

なっております。委員長の皆様にはご多用中とは

思いますがご参加をお願いいたします。 

また、年度計画書の各委員会の活動方針・活動計

画につきましては、５月ゴールデンウイーク明け

を目途に決定していただき、ご提出いただきます

ようお願い申し上げます。 



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 

 委員長 宮川 勝平 出席報告  委員長 松岡 昌宏 

出席 １７名 欠席 ４名 

出  席  率 ８０．９５％  

修正出席率 例会取消 
 会員数２７名     

（免除者６名） 

Ｒ３.４.８ 

☆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 

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 

５月１３日（木） 通常例会 「卓話」  

            並木 傑新座市長 

５月２７日（木） 通常例会 ｏｒ 移動例会「第9回 薬物 

          乱用防止教室」  新座市立中学校 

４・５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 
 

 このプログラムは２０１１年の東日本大震災に

より親を亡くした子供たちに、大学や専門学校の

学費を支援するものであり、震災の年に誕生した

子供が２２歳になるまで、即ち２０３３年まで継

続される計画であります。計画では２０２１年～

２０３３年までにあと４億４千万必要であり、現

在約３億４千万円の寄付残高がございます。従っ

て今後支援を募らなければならない額は約１億円

です。今まで毎年８０人～１７０人の大学や専門

学校に通う生徒に毎月５万円支援してまいりまし

た。因みに２０２０年までに支給した奨学金は生

徒延べ１３３６人に対して６億４千万円が支給さ

れました。この奨学金制度は日本全体３４地区の

内２７地区が賛同・協力して下さり、第２５７０

地区からは述べ６５００万円が支給されており、

４番目に寄付が多い地区であります。２０１１年

は、志木ＲＣの故西川武重郎ガバナー年度であ

り、故西川ガバナーは当時このプログラムに対し

誠心誠意取り組まれ、そのＤＮＡが現在も地区内

多くのロータリアンに引き継がれています。 

 【趣意】 

 ロータリー希望の風奨学金は、２０１１年３月

１１日に発生した「東日本大震災」により災害孤

児となった青少年たちに、少しでも学業を継続で

きるような教育支援をしてゆきたいという会員の

願いから、国内外ロータリークラブ会員の有志に

よって立ち上げられました。 

【給付対象者】 

 東日本大震災で保護者を亡くした災害遺児で 

 大学（短大含む）及び専門学校に進学予定 

【給付金額】 

 月額：５０，０００円（給付奨学金の返還なし） 

【給付期間】 

 卒業までの最短月数／最長４年間（４８ヶ月） 

【第２５７０地区から支援金協力のお願い】 

 東日本大震災から１０年経過致しました。ご承

知の通り、当地区は「希望の風奨学金」プログラ

ムに賛同し、ずっと支援を続けております。 

「ロータリー希望の風奨学金」 について 

★4月18日（日） 地区協議会 

  会場：飯能市市民会館 （乗合） 

★各委員会活動方針は５月１３日までに 

  提出して下さい 

クラブからの連絡 


