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国際ロータリー会長 シェカール・メータ 『奉仕しようみんなの人生を豊かにするたに』
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会長方針 鈴木 明子 『 未来に向かって もっと前進しよう』
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祝 初例会 『鈴木明子会長・森 克巳幹事 就任挨拶』
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浩様（西那須野）パスト会長
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光夫様（西那須野）パスト会長

小関

栄様（西那須野）社会奉仕委員長

新・旧会長幹事のバッチ交換

２０２１～２２年度、新座ロータリークラブの会長
を務めさせて頂く鈴木でございます。私の年度の
初めての例会という事で、緊張致しております。
また、本日は西那須野ロータリークラブの皆様が
お越しになっていらっしゃいます。本日、誕生ほ
やほやの新米会長ですので、不手際がございまし
たら大変申し訳ございません。お許しくださいま

小泉哲也直前会長から鈴木明子会長へ、神谷億文
直前幹事から森 克巳幹事へバトンタッチ

乾杯 直前会長 小泉 哲也

すようお願い申し上げます。
さて、６月１６日に会長幹事準備会が開催され
ＩＭの日程が２月２６日（土）に変更となりまし
た。会場については、未定となっています。決定
いたしましたら報告をさせていただきます。
次回の例会７月２９日は、直前会長幹事の慰労
会を行います。コロナ禍ということで、昼の例会
で時間が短く誠に残念ではありますが、多くの会
員の皆様にご参集して頂くようにお願い申し上げ

鈴木・森年度の船出を祝して 「乾杯！」

ます。

幹事報告 幹事 森

克巳

皆出席表彰

１、７月のレート １ドル⇒１１１円
１、地区事務所より８件受信
１）地区分担金（14,100円×会員数）納入依頼
２）デスカッション・リーダー推薦依頼
３）青少年交換留学説明会開催の案内
日時：７月１１日（日）１４時～

・小泉哲也会員・神谷億文会員・岡野元昭会員
・石原勇介会員 鈴木会長、森幹事より贈呈

場所：埼玉グランドホテル 深谷
４）訃報田中一郎パストガバナーご逝去の案内

今月のお祝い

５）ガバナー月信７月号配布
６）７月１日の会員数報告書
７）バギオだより８６号
８）第２６２０地区より熱海豪雨災害支援金の協
力依頼
・地区より支援金100万円、送金の手配中
・各クラブの判断により支援の申し出があ
る場合は、取りまとめて先方に送金

石原会員・松岡会員・小泉会員に花束贈呈

１、２０２０－２１年度第２グループＩＭ会計報告
１、新座市交通安全推進協議会より令和３年夏の
交通事故防止運動の実施について
期間：７月１５日（木）～同月２４日（土）まで

「お誕生月おめでとうございます」
会員誕生月：小泉哲也・石原勇介・松岡昌宏 各会員
夫人誕生月：なし

＊出発式や指定団体以外の街頭啓発活動は中止

結婚記念月：なし

スマイル報告

１、Ｒ文庫運営委員会より文書配信のお願い
１、市民新報社より暑中広告掲載依頼
１、第３２回埼玉県腎アイバンク協会総会資料
１、例会変更（朝霞・富士見・朝霞キャロット・
志木）各ロータリークラブより拝受
１、会報（西那須野・富士見）各ＲＣより拝受

親睦活動委員会

委員 神谷

億文

青山吉博様・益子 浩様・福本光夫様・小関 栄様
（西那須野）お世話になります。鈴木年度を祝て！

鈴木 明子会員 一年間宜しくお願い申し上げま
す。西那須野ＲＣの皆様ようこそ新座クラブへお

ご挨拶

越し下さいました。
森

克巳会員 これからの一年間どうぞ宜しく

お願いします。西那須野ＲＣの皆様ようこそお越
し下さいました。
萩原

勇会員 西那須野RC様はるばるようこそ

神谷

稔 会員・大塚 誠一会員・岡野 元昭会員

宮川 勝平会員・増渕 和夫会員・並木

傑 会員

森田 輝雄会員・大塚 雄造会員・神谷 億文会員
石原 勇介会員・松岡 昌宏会員・小泉 哲也会員
新座クラブの皆様ご無沙汰しております。

『西那須野ロータリークラブの皆様ようこそ新座

台湾へグローバル補助金を活用した乳がん検診車

クラブへお越し下さいました。鈴木・森年度の船

プロジェクトの参加をお願いしに参りました。

出を祝して！一年間宜しくお願いします』

幹事就任挨拶

さて、昨年よりコロナ禍となり、諸行事がことご
とく中止となり、社会奉仕活動や親睦行事も行え

幹事

森

克巳

ない事態になってしまい、とても寂しい１年と
なってしまいました。しかし、今年は、ワクチン
接種が実施され始めて、徐々にではありますが、
活動が再開できそうな雰囲気もあります。できる
ことを皆様と一緒に考えて、充実した１年にした
いと考えております。そして、何よりも、鈴木明
子会長の足を引っ張ることのないよう、精一杯、

私が新座ロータリークラブへ入会させて頂いた
のが2018年の1月でしたので、ロータリー歴は、

務めさせて頂きます。皆さま、これからの１年間
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

まだ僅か3年半です。まだまだ、ロータリーにつ
いては、分からないこと知らない事だらけです。
特に、2019ー20年度にかけては、社会奉仕委員長

会長就任挨拶

をさせて頂いたのですが、新座市民祭りが台風の
影響により中止になってしまいました。

会長

鈴木 明子

年が明けたら今度は新型コロナウィルスの感染拡
大により予定されていた社会奉仕活動がことごと
く中止になってしまい、現在に至るわけです。
そういう意味では、私がロータリー活動を一通り
経験できたのは、初年度の１年間だけということ
になります。そんな経験不足と知識不足の私が、
幹事という大役が務まるのであろうか・・・？
正直言って、とてもとてもとても不安です。

改めまして、本日はお足元の悪い中ご参集くだ

しかし、就任した以上は、皆様にご迷惑を掛ける

さいましてありがとうございます。小泉会長から

ことのないよう、精一杯、務めさせて頂く所存で

伝統のある新座ＲＣ会長の襷を受け継ぎました。

すので、どうか皆さまのご指導とご鞭撻を賜りた

しっかりと責務を果たして参る所存でございます

くお願い申し上げます。

のでご指導を賜りますようお願い申し上げます。

今までの３年間は、本当にあっという間に過ぎ

さて、陣野会長の年度途中からコロナウイルス

てしまいました。これまでは正直に言って、完全

感染症拡大の影響が出始め、４５周年行事を中止

に受け身の姿勢で、特に何も考えずに参加してい

するという苦渋の決断をされました。又、小泉会

ましたが、これを機会に、自分自身のロータリー

長の年度では、コロナウイルス感染症の影響が一

に対する姿勢を見直して、自分自身の成長に繋げ

年間続き、夜間例会やクリスマス家族例会等の親

ていきたいと考えております。

睦活動、親子招待ボウリング等の社会奉仕活動、

今年度の国際ロータリーシェカール・メータ会
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」、2570地区の水村正彦ガバナーの

さまざまな活動の中止や自粛を余儀なくされ、不
完全燃焼な一年ではなかったかと思います。
そのような中、大塚雄造青少年奉仕委員長と試

もっと奉仕を」そし

行錯誤重ねながら「薬物乱用のない社会をつくる

て私ども新座ＲＣの鈴木会長の方針は「未来に向

ために」の講演会をリモートで開催されました。

かって、もっと前進しよう」となっております。

コロナ禍であっても工夫次第では奉仕活動ができ

夢を持ち未来に向かってもっと前進！・・・文字

るという見本のような活動で、今年度において手

通り私自身の座右の銘にしようと思っています。

本とさせて頂きたいと思います。

メッセージは「もっと夢を

また、本日お越しの西那須野ロータリークラブ

さて、２０２１～２２年度の新座ロータリーク

様におかれましては、ロータリーの友５月号に活

ラブの運営方針ですが「未来に向かって

動の一端が掲載されておりました。コロナ禍でア

前進しよう」にさせていただきました。

もっと

ルバイトや就職活動がままならい地元の国際医療

５年後、１０年後の未来に向かって全世界で猛

福祉大学の留学生に食糧支援をされたという活動

威を振るっている新型コロナウイルスの克服と国

で、留学生たちは手に持ちきれない程の食材に感

際ロータリーの優先事項であるポリオの根絶、そ

激した様子であったとの内容でございました。新

してＲＩ、地区、当クラブでも課題である会員増

座市には三つの大学があり、沢山の留学生がおり

強を図り更に前進して参りたいと考えています。

ます。西那須野ロータリークラブ様の素晴らしい

とはいうものの、コロナ禍で例会や奉仕活動な

支援を今後の参考にさせて頂きたいと思います。

ど思ったように行えない状況が続いています。冒

ＰＥＴＳ報告でも話させて頂きましたが、２０２

頭申し上げましたがコロナ禍でも工夫次第で様々

１～２２年度国際ロータリーのシェカール・メータ

な奉仕活動が行えるお手本がありますので、どの

会長のテーマは「奉仕しよう

ような活動が可能なのか、どんな奉仕ができるの

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

か、模索しながら一年間努力して参ります。

う」をインパクトにあるものにするために「もっ

最後に、２０１３年１１月、現在新座市長の並

と行動し、もっと成長する」必要があると述べら

木傑会員が会長をされていた年度に入会させて頂

れています。

きました。ロータリー歴は浅く、まだまだロータ

まず、もっと行動しですが、「ロータリー奉仕

リーを勉強中ではありますが、皆さんにご指導し

デー」の実施を全地区と全クラブに求めていま

て頂きながら歴史ある新座ロータリークラブの名

す。何千もの「ロータリー奉仕デー」を通じて、

を汚さないよう頑張ってまいる所存でございます

ロータリーの活動を世界に紹介しようというプロ

ので、一年間よろしくお願い申し上げます。

ジェクトです。

【クラブ運営】

次に「もっと成長する」の会員基盤の拡大です
が、会員増強は引き続き、最も大きな課題で、現
在１２０万の国際ロータリーの会員数を１３０万
人にすること、「Each one，bring one」一人一
人が一人を連れてくるという考え方で会員増強を
訴えています。

会員３０人を目標に、一人一人増強に努める
２、例会の活性化と出席率の向上
コロナ対策を行い、出席率の向上を図る
３、五大奉仕活動の実施
委員長任せにせず、コロナ禍での活動を検討

次に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

１、会員の増強

もっと奉仕を」との発表がされま

した。

し実施していく
４、公共イメージの向上
ＳＮＳなどを活用し、ロータリー活動の情報
発信をする

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

出席報告

委員長

神谷

稔

に向かって行動しましょうと話されました。会員
増強については、各クラブ最低純増２名。特に若
い世代（３０～５０代）をターゲットにすること

Ｒ３.７.８

出席 １５名 欠席 ５名
会員数２６名 出 席 率 ７５．００％
（免除者６名） 修正出席率 例会取消

を目標にしています。
新座ロータリークラブ事務局

http://www.niiza-rc.jp

国際ロータリー第２５７０地区 新座ロータリークラブ

〒352-0001 新座市東北2-25-11-406
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