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四月の第２回目の例会に、公私ともご多忙の

中、多くの方にご参集頂き心より感謝申し上げま

す。さて、本日気温が３０℃位まで上がるとされ

ており、７月の陽気になるとされております。風

があるのでそこまでは暑いと思われませんが、朝

晩昨日のように肌寒く感じる日もあり、寒暖差で

体調を崩さないようにお気をつけください。ま

た、コロナ禍ということもありマスク着用するこ

とで、口元は湿気があるのですが身体的には水分

不足で熱中症のリスクが高まるとされており併せ

てご注意いただければと思います。 

コロナウイルスですが、三度目の緊急事態宣言 

会長の時間 会長 小泉 哲也 

が東京都、大阪府、京都府、兵庫県に明日発令

されるとされており、昨日埼玉県でも２２７人が

感染。変異株に関しては一週間で１６３人と増加

し、全国的に見れば昨日５２９２人が感染され今

年１月２２日以来５０００人を超えたということ

で、ゴールデンウィークを控え、接触の機会を根

本的に減らすことが求められており妥当な判断で

あると思われます。前回も申し上げた通り、例会

開催に関してはその時の状況を鑑み決定して参り

たいと思います。変更がある場合には早急に周知

をさせて頂きますので何卒宜しくお願い申し上げ

ます。 

その中で、５月６月も各二回の例会・移動例会

を予定しております。 

昨日メールを送付させて頂きましたが、５月一

回目の１３日は「コロナ対策、ワクチン接種につ

いて」を中心に市政について卓話を頂きます。 

 二回目の２７日に関しては、陣野会員がカウン

セラーを務められました、２０１９年度Ｒ財団グ

ローバル補助金奨学生小西亜希さんの帰国報告を

頂きたいと思います。何を感じ何を学んだかをお

聞きしたいと思います。 

６月に入り、第一回目の６月１０日は移動例会

を開催いたします。第九回目を数える「薬物乱用

がない社会を作るために！」の講演会を新座中学

校にて学校側の要望もあり、２年生の１学年のみ 



 

の対面式で行うことにさせて頂きました。 

そして、今年度最後の例会６月２４日に会長幹事

の「一年を振り返って」で締めたいと思います。

一応予定ですが、このような感じで進めて参りま

すので、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。 

本日は、鈴木会長エレクトによる「次年度に向

けて」が前回のPETS報告に引き続きございます。

鈴木エレクト、何卒宜しくお願い申し上げます。

私自身も最後まで気を抜かず精一杯務めて参りた

いと思いますので宜しくお願い申し上げます。 

最後に、雨が降らず風も強く乾燥しており、本

日志木市の中宗岡で第２出場が掛かる普通建物火

災があったそうです。消防に係わる人間として、

火の取り扱いには充分注意して頂くことをお願い

し会長の時間を締めさせて頂きます。 

それでは、本日も宜しくお願い申し上げます。 

 

１、「ロータリー希望の風奨学金」協力依頼の件

理事会の決定により予備費から金３００，０００

円を４月１５日付で送金致しました。 

１、ロータリー米山記念奨学会よりハイライトよ 

  ねやま２５３号受信 

１、地区事務所より２件受信 

 １）２０２１年バーチャル国際大会の案内 

   開催日時：2021年6月12～16日 

登 録 料：2021年4月16日～5月7日迄は、 

          特別料金US＄49 

    2021年5月8日以降は、US＄65 

キャンセル：2021年5月31日迄受付、 

キャンセル手数料は20％ 

２）ガバナー月信４月号受信 

１、戸髙健司ガバナー補佐エレクトより１件受信 

幹事報告 幹事 神谷 億文  

 

 １）２０２１－２０２２年度公式ガバナー訪問のスケ

ジュール案受信 

１、新座市教育委員会より、令和３年度新座快適 

    みらい都市市民まつり産業フェスティバルの 

    開催中止の案内 

１、例会案内（和光・志木・富士見）各ロータ  

  リークラブより拝受 

１、クラブ会報（西那須野・富士見）各ロータ

リークラブより拝受 

 

「第２グループ親睦ゴルフコンペ」の案内 

 屋外でもあり十分な感染対策をしています。 

 どうぞ奮ってご参加下さい。 

  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 

 会費：３，０００円   

参加者：現在５名 

  小泉哲也会長・神谷億文幹事・龍山利道会員 

  松岡昌宏会員・石原勇介会員 

委員会報告 

親睦活動委員会   委員長 石原 勇介    

 

今年度は「第９回 薬物乱用防止講演会」を感 

青少年奉仕委員会   委員長 大塚 雄造 



 

小泉 哲也会員 鈴木会長エレクト、本日も前回

に引き続き「次年度に向けて」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、前回に

引き続き本日も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、準備しっか

り頑張りましょう。 

森田 輝雄会員 鈴木会長エレクト次年度宜しく

お願いします。 

大塚 雄造会員 ６月１０日（木）の「薬物乱用

のない社会を作るために！」の講演宜しくお願い

致します。 

鈴木 明子会員 本日は「次年度に向けて」を話

させて頂きます。宜しくお願い致します。 

岡野 元昭会員・宮川 勝平会員・並木  傑 会員 

出浦 惠子会員・龍山 利道会員・石原勇 介会員 

森   克巳会員 

『鈴木明子会長エレクト「次年度に向けて」の卓

話楽しみにしております』 

スマイル報告 

親睦活動委員会       委員 森 克巳    

次年度に向けて 

 

２０２１～２０２２年度の新座ロータリークラ

ブのスローガンは「未来に向かって もっと前進

しよう」にしたいと思います。 

前回、ＰＥＴＳの報告をさせて頂きましたが、

ＲＩシェカール・メータ会長エレクトのテーマは

「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするため

に」です。メータ氏は「奉仕しよう」をインパク

トにあるものにするために「もっと行動し、もっ

と成長する」必要があると述べられています。 

２５７０地区水村正彦（みずむらまさひこ）ガ

バナーエレクトの掲げる地区スローガンは「もっ

と夢を もっと奉仕を」です。メータ会長の

「もっと行動し、もっと成長する」の韻を踏んだ

スローガンにしたいと、かなり考えたとのお話で

した。水村ガバナーエレクトは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。 

そこで、５年後、１０年後の未来に向かって、

新型コロナウイルスの克服と国際ロータリーの優

先事項であるポリオの根絶、そして課題である会

員増強を図り更に前進していこうという、このよ

うな考えで、私の年度でのスローガン「未来に向

かって もっと前進しよう」にいたしました。 

では、具体的に５年後の未来についてですが、

相原茂吉ガバナーをお迎えしての公式訪問の時

に、「５年後のクラブの在り方」についてクラブ

協議会が開催されました。グループ毎に話し合わ

れ、まとめの発表では新座クラブの５年度後を考

えると会員増強が必要であるとの意見が多かった

ように記憶しています。 

         会長エレクト 鈴木 明子    

 

染対策を取り２年生を対象に実施致します。会員

の皆様お忙しい事と存じますが是非ご出席下さい 
  

 日  時：６月１０日（木） 

      開始１３時４０分～１４時３０分 

 集合時間：１１時３０分 

      ベルセゾン集合「吉祥」で食事 

 出発時間：１２時３０分  

     ＊現地集合の場合新座中に１３時 

 場  所：新座市立新座中学校（２年生） 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

 

    

  

 

 

                   

   

       

 

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 １６名 欠席 ４名 

出  席  率 ８０．００％  

修正出席率 例会取消 
 会員数２７名     

（免除者７名） 

Ｒ３.４.２２ 

☆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 

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 「帰国報告」             

                 R財団学友 小西亜季様 

６月１０日（木） 移動例会 「薬物乱用防止講演会」 

           新座市立新座中学校 2年生のみ 

５・６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 

 

どのような活動が可能なのか、どんな奉仕ができ

るのか、パスト会長の皆様にご指導いただき、ま

た役員・理事・会員の皆様の御意見を伺いながら

検討してまいりたいと思います。 

ここで、西那須野ＲＣのお話を少しさせていた

だきます。実は友好クラブである西那須野ＲＣの

渡邉会長エレクトと最近ラインで友達になり情報

交換をいたしております。 

西那須野ＲＣは、２０２１年度に創立５０周年

を迎えるそうです。周年行事を考えているようで

すが、コロナ禍で開催の可否について検討中との

ことです。今後のコロナの感染状況によって、新

座ＲＣにもお声がけがあるかもしれません。その

時は皆様にお知らせをされていただきます。 

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。ロータリーは浅く、まだまだロータリーを

勉強中ではあります。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ございますの

で、次年度一年間、宜しくお願い申し上げます。 

国際ロータリー会長エレクトは、現在１２０万

人の会員を１３０万人に「１人１人は１人を入会

させる。各ロータリアンが新会員１人を入会させ

る。」ことを求めています。 

また、２５７０地区での会員増強については、

各クラブ最低純増２人。特に若い世代（３０～５０

代）をターゲットすることを目標にしています。 

そこで、新座クラブの目標としては現在２７人

の会員を３人増やし３０人にしたいと考えており

ます。 

さて、陣野会長の年度途中からコロナウイルス

感染症拡大の影響が出始め、４５周年行事を中止

するという苦渋の決断をされました。 

また今年度は、コロナウイルス感染症の影響

で、夜間例会やクリスマス家族例会などの親睦活

動、親子招待ボウリングなどの社会奉仕活動、さ

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。 

私の年度になります７月以降も、例会や奉仕活

動などが思ったように行えない状態が続いていく

のではないかと思っております。このような状況

を鑑みながら、年度計画を立てていくわけですが 

 ★２０２１年度の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 


