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令和３年５月２７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２１５４回例会第２１５４回例会第２１５４回例会   ５月第２週５月第２週５月第２週   ５月１３日（木） ５月１３日（木） ５月１３日（木）    

通常例会通常例会通常例会      卓話卓話卓話『『『新座市のコロナ対策新座市のコロナ対策新座市のコロナ対策』』』   新座市長新座市長新座市長   並木並木並木   傑傑傑   

司   会  親睦活動委員  石原 勇介           

点   鐘  会長      小泉 哲也    

ソ ン グ 「君が代」「奉仕の理想」 

唱   話 「四つのテスト」 

ゲ ス ト 勝瀬 義仁様（朝霞キャロット） 

      国際ロータリー第２５７０地区 

       第２グループガバナー補佐 

      戸髙 健司様（新座こぶし） 

       第２グループガバナー補佐エレクト 

            高山 裕一様（新座市秘書広聴課） 

 

本日も多くの会員の皆様にご参集を賜り、心よ

り感謝申し上げます。さて本日は、先ほどビジ

ター紹介をさせて頂きましたが、２５７０地区第

２グループ勝瀬ガバナー補佐、次期ガバナー補佐

の戸高健司ガバナー補佐エレクトに最終補佐訪問

と新任紹介いうことでご臨席を賜りました。あり 

会長の時間 会長 小泉 哲也 

がとうございます。コロナ禍ということで通常の

年度とは違った形での制約を受けた運営を余儀な

くされ、ご苦労ばかりであったと思われます。後

程ご挨拶を賜りますが、事前に挨拶文を頂戴して

おりますのでお渡しさせて頂きます。お持ち帰り

ご一読いただければ幸いです。 

先日の４月２４日、会長幹事会がここベルセゾ

ンにて相原ガバナー、坂口地区幹事のご臨席の元

開催されました。今回の会長幹事会は２部構成で

行われ。一部では先日クラブフォーラムで皆様に

てご意見を頂きました「がバナー輩出する上での

第２グループ内のグループ化」について各ＲＣの

意見を徴収し、第二部では中止となったＩＭで行

われるはずであったパネルフォーラムのパネリス

トの方々をお招きしミニ報告会を行いました。時

間の関係上、本来の形とは違いましたが七人のパ

ネラー各々の発表はとても素晴らしく、本来計画

した形で開催出来たらどんなに良かったかと改め

て思える内容でした。当日配布する予定であった

冊子が人数分ご用意されておりますので、お渡し

させて頂きます。またこの中には、今年度の会長

幹事会が行われてのかも書かれているので、お持

ち帰り頂きこちらもご一読頂ければと思います。 

また、本日は会員でもある並木市長に卓話を頂

きたいと思います。コロナ、ワクチンの皆様のご

興味のあるタイムリーな話題から市政について多 



 

 

岐に渡りお話頂きたいと思います。先日八〇歳に

なる母のところにもワクチン接種券が送付され、

１０日の開始日に早速予約をさせて頂きました

が、様々なご苦労などの裏話など時間を存分に使

いお話しいただければと思います。 

昨日、埼玉県で２５９人、東京で９６９人、全国

で７０７５人のコロナ感染者が確認され、緊急事

態宣言は６府県、まん延防止等重点処置の発令さ

れているのが８道県と、全国知事会が緊急事態宣

言を全国的に発令するよう要請するとの報道がな

されるほどまだまだ予断を許さない状況にありま

す。皆様におかれましては、感染症対策を万全に

お過ごしいただくことをお願い申し上げ会長の時

間とさせて頂きます。 

 

１、ロータリー希望の風奨学支援金に対してお礼

及び領収書拝受 

１、５月のレート １ドル⇒１０９円 

１、地区事務所より６件受信 

１）第２５７０地区米山記念奨学学友会総会及 

  び２０２１学年度新規奨学生歓迎会の案内 

    日時：６月１３日（日）受付１６時３０分 

    場所：アルカーサル迎賓館 

    締切：５月２８日（金）必着 

２）２０２１年度「会員増強セミナー」開催 

    日時：６月１２日（土）点鐘：１３時 

    場所：ガーデンホテル紫雲閣 

締切：５月２５日（火）地区事務所宛 

３）２０２１年５月「青少年奉仕月間」のリソース 

 ４）バギオだより８４号 

 ５）２０２１年度年度計画書作成の為の資料拝受 

   ＲＩ会長、地区ガバナー方針及び写真 他  

 ６）２０２１年度地区研修・協議会冊子 

幹事報告 幹事 神谷 億文  

 

１、第２グループ親睦ゴルフコンペ組み合わせ表 

  ・参加費は朝霞ロータリークラブに送金 

１、ロータリーの友事務所５月のコロナ対策の件 

１、令和３年度新座市交通安全推進協議会総会の 

  案内 （感染症拡大防止策を取り書面にて） 

１、新座ボーイスカウト・ガールスカウト中央育 

  成会総会の案内 

  日時：５月１４日（金）１８時から 

  場所：新座市役所本庁舎３階３０１会議室 

１、例会案内（志木・富士見・朝霞キャロット）  

  各ロータリークラブより拝受 

勝瀬義人ガバナー補佐退任の挨拶 

 

 一年間お世話になりました。コロナの影響でど

のクラブも思うような活動はできませんでした。

ＩＭも中止になりましたが、まぼろしのテーマ

『次世代と語る～事業継承と社会貢献～』をまと

めた「会長幹事会議報告書」を作成しました。 

 ★会長幹事会議報告書と謝辞は各会員に配布済 

 2021-22年度ガバナー補佐をお引き受けするこ

とになりました。53歳、Ｒ歴は13年と若輩者です

が、お引き受けするからには覚悟をもってガバ

ナー補佐という重責を全うできるよう、精一杯務

めてまいる所存です。宜しくお願い致します。 

戸髙健司次年度ガバナー補佐着任の挨拶 



 

スマイル報告 

親睦活動委員会      委員 鈴木 明子    

 

今年度は「第９回 薬物乱用防止講演会」を感 

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～１５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） 

【次第】 

    司会進行   新座市立新座中学校                  

１３：４５ 開会の挨拶  新座ＲＣ会長 小泉哲也 

      来賓挨拶  新座市教育委員会教育支援課     

             副課長 長谷川久和               

      登壇者紹介  新座市立新座中学校 

      講師紹介  新座こぶしＲＣ会長 鹿毛利久 

１４：００ 演題 「第９回 薬物乱用のない社会を 

                        作るために！」 

      講師 NPO法人埼玉ダルク 辻本俊之 

１５：１５ 閉会の挨拶  新座市立新座中学校    

 

＊登壇者 新座ＲＣ青少年奉仕委員長  大塚雄造 

  新座こぶしＲＣ青少年奉仕委員長 小島 武 

勝瀬 義人様（朝霞キャロット）最後のご挨拶に

戸髙ガバナー補佐エレクトと共に参りました。 

一年間お世話になりました。 

小泉 哲也会員 勝瀬ガバナー補佐、戸髙ガバ

ナー補佐エレクト、本日はようこそおいで頂きま

した。ご指導宜しくお願い致します。並木市長卓

話お願い申し上げます。   

神谷 億文会員 勝瀬ガバナー補佐、戸髙ガバ

ナー補佐エレクト、ようこそ！ご指導宜しくお願

い申し上げます。並木市長卓話お願い致します。 

神谷  稔 会員 新旧ガバナー補佐、ようこそ新

座ロータリークラブへ！ご指導宜しくお願い致し

ます。 

並木  傑 会員 本日卓話宜しくお願いします。 

岡本比呂志会員 並木市長、卓話楽しみにしてい

ます。 

大塚 雄造会員 来月６月１０日（木）「第９回

薬物乱用のない社会を作るために！」の講演ご出

席どうぞ宜しくお願い致します。 

龍山 利道会員 並木市長の卓話楽しみにしてい

ます。 

鈴木 明子会員 並木市長の卓話楽しみにしてい

ます。勝瀬ガバナー補佐、戸髙ガバナー補佐エレ

クトようこそ新座クラブへお越し下さいました。 

森  克巳会員 並木市長、卓話楽しみにしてい

ます。 

岡野 元昭会員・宮川 勝平会員・出浦 惠子会員 

森田 輝雄会員・萩原 勇 会員・神谷 浩一会員 

石原 勇介会員・松岡 昌宏会員『勝瀬ガバナー

補佐、戸髙ガバナー補佐エレクトようこそ新座ク

ラブへお越し下さいました。並木市長の卓話楽し

みにしております』 

青少年奉仕委員会   委員長 大塚 雄造 

委員会報告 

 

今月のお祝い 

 会員誕生月：吉原良一・森 克巳 各会員 

 夫人誕生月：岡本比呂志会員夫人 

 結婚記念月：岡本比呂志・森 克巳 各会員 

森克巳会員に花束贈呈  

「お誕生月おめでとうございます」 



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 ２０名 欠席 ２名 

出  席  率 ９０．９１％  

修正出席率 例会取消 
 会員数２７名     

（免除者５名） 

Ｒ３.５.１３ 

☆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 

６月２４日（木） 通常例会 「一年を振り返って」 

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 

 

 ポストコロナに向けた経済活動の支援、市民の  

 皆様の 利便性向上、行政の効率化などを目的 

 として、市独自の緊急経済対策を実施  

・再実施 地域応援クーポンの配布 市民の購買 

 意欲の喚起及び地元業者の支援として市内中小 

 企業で使用可能な２，０００円分を全世帯に配布 

・継続 保証料の補助   

・再実施 経営アドバイザー事業  

・拡充 避難所への衛生資機材の追加  

・新規 電子図書館の導入  

・新規 行政手続のオンライン化の推進キャッ 

 シュレス決済の導入  

・拡充 テレワーク環境整備、RPAの追加購入  

★令和３年度予算 重点項目について 
・ウィズコロナ時代に向けた新しい時代に対応し 

 た取り組み 

・行政効率化、デジタルトランスフォーメーショ 

  ン（ＤＸ）推進 

・東京２０２０オリンピック・パラリンピック競  

 技大会の推進 

・放課後児童保育室の整備 

・公共施設の適正な管理 

★「薬物乱用防止講演会」 

 集合：11時３０分 ベルセゾン「吉祥」 

     現地集合の方は新座中に１３時   

クラブからの連絡 

卓話 

 

★新型コロナウイルスワクチン接種券の送付 

・段階的に三回に分けて送付・広報６月号参照 

  ８０歳以上、７５歳以上、６５歳以上 

市民への周知について 接種券送付日､予約開始日

等は、広報６月号の同送チラシにより周知を図る

ほか、市ホームページに掲載   

★飲食店における感染防止対策現地確認業務 

 埼玉県職員又は商工団体職員と市職員がペアと

なり、各店舗の感染防止対策に係る現地確認を行

い、必要な対策が講じられている店舗に対し、認

証としてステッカーを交付 

★新座市緊急経済対策【第６弾】について 

            新座市長 並木 傑    


