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第１グループから第５グループまで、グループ

毎１クラブの発表がありました。 

また、事前にアンケートがあり集計結果を見ま

すと、当初予定していた奉仕活動を開催したのは

１７クラブ、内容を変更して開催したのは１０ク

ラブ、開催しなかったのは２０クラブとのことで

した。（無回答あり） 

予定通り開催した内容は献血が３クラブの他、

草刈りや清掃、花植えなどの屋外での活動が多い

ようです。 

内容を変更しての開催については、体温計や消

毒液などの寄贈の他、生活困窮世帯の子どもたち

へのプレゼント、子ども食堂への弁当配布などコ

ロナ関連が多いようです。 

ロータリー奉仕デーや地区財団補助金の活用方

法などの説明もあり、今後の活動の参考に生かし

てまいりたいと思います。 

また、７月１４日に会長幹事会が開催され、２

月２６日（土）のＩＭはベルセゾンに決定いたし

ました。内容についてはこれからですので、随時

報告をさせていただきます。 

さて、冒頭申し上げましたが、本日は直前会長

幹事の慰労会ですので、楽しい時間を過ごしてい

ただきたいと思います。 

 

本日は公私共に忙しい中、直前会長幹事の慰労

会を通常例会で開催するとご案内を差し上げまし

たところ、多くの会員の皆様にご出席をいただき

まして誠にありがとうございます。 

小泉前会長、神谷億文前幹事には、一年間お疲

れ様でございました。コロナ禍での運営というこ

とで大変な一年であったかと思います。会員一同

で感謝を込めて労をねぎらいたいと思います。 

さて、７月１８日に紫雲閣にて「社会奉仕セミ

ナー」が開催され、コロナ禍における社会奉仕活

動への取り組み事例ということで、新座中学校で

行われました“薬物乱用防止講演会”の模様を発

表してまいりました。 

会長の時間 会長 鈴木 明子 



 

１、地区事務所より８件受信 

１）ガバナーノミニー・デジグネート候補者推 

  薦のお願い及び推薦届出書類受信 

 ２）ロータリー米山記念奨学会より2021-22年 

   度上期普通寄付金のご送金依頼 

 ３）ハイライトよねやま２５６号 

 ４）2021-22年度地区役員・会長・幹事手帳 

 ５）2021-22年度「会員維持増強物語-ロータリ 

   アンでよかった-」拝受 

 ６）２０２１-２２年度米山記念奨学生一覧、 

   卓話申込書、奨学生のスピーチ原稿 

 ７）米山梅吉記念館訪問研修旅行の参加申込書 

   日時：９月５日（日） 

   場所：ＪＲ川越駅西口 ７時 

 ８）会員増強委員会・公共イメージ委員会合同    

   セミナー開催のご案内 

日時：８月7日（土）１３時～１６時 

   場所：ガーデンホテル紫雲閣 

 ９）第1回社会奉仕セミナー資料の件及び配布 

   資料受信 

１０）川越小江戸アクティブロータリー衛星クラブ   

   クラブ紹介 

   例会日：第１・第３金曜日 １２時半点鐘 

例会場：あけぼのホール  

     川越市新宿町５－２１－６ 

駐車場：近隣ヤオコー新宿店様利用可 

連絡先：幹事 岡部逸雄 ０９０－１５０３－９８９８ 

メール：pj-myun1923@nifty.com  

メークアップのお申込みはメールで。 

１１）２０２１年度第1回国際奉仕委員会セミナー開 

    催のご案内 

   日時：８月２９日（日） 点鐘：１３時 

   場所：ガーデンホテル紫雲閣 ２階  

 親睦活動委員会    委員 髙𣘺 遼太

鈴木 明子会員 小泉直前会長、神谷億文直前幹

事一年間お疲れ様でした。 

森  克巳会員 小泉直前会長、神谷億文直前幹

事一年間ありがとうございました。今後ともよろ

しくお願い致します。 

小泉 哲也会員・神谷 億文会員 一年間大変お

世話になりました。皆様のご支援、ご協力に心よ

り感謝申し上げます。ありがとうございました。 

神谷  稔 会員 小泉直前会長様、コロナ禍の一

年間、ご苦労様でした。  

大塚 誠一会員 久し振りに仲間にあえて、嬉し

いひと時を過ごさせて頂きます。 

増渕 和夫会員 オリンピックのボランティアで

馬事公苑に行っています。 

萩原  勇会員 小泉直前会長神谷億文直前幹事

一年間ご苦労様でした。ありがとうございます。 

大塚 雄造会員 皆様、猛暑の中どうぞご自愛下

さい。 

石原 勇介会員 小泉直前会長神谷億文直前幹事

一年間ありがとうございました。感謝致します。 

スマイル報告 

幹事報告 幹事 森  克巳  

 

１、新座市国際交流協会第3回理事会及び第1回国 

  際交流デー実行委員会について 

１、新座ボーイスカウトガールスカウト中央育成 

  会より賛助金ご協力のお願い 

１、年度計画書（志木・富士見）各ロータリーク

ラブより拝受 

１、例会変更（富士見・朝霞・志木）各ロータ

リークラブより拝受 

１、クラブ会報（朝霞・志木）各ロータリークラ

ブより拝受 



乾杯 神谷 稔パスト会長  

 

記念品贈呈 

 

小泉哲也直前会長、神谷億文直前幹事 

感謝をこめて『一年間ありがとうございました』 

小泉哲也直前会長、神谷億文直前幹事、コロナ禍

での一年間でしたがお疲れ様でした。乾杯!! 

 

宮下 春美事務局 主人の葬儀にさいしまして、

ご会葬いただき感謝申し上げます。 

金子 幸男会員・岡野 元昭会員・並木  傑 会員 

宮川 勝平会員・龍山 利道会員・松岡 昌宏会員

髙𣘺 遼太会員 

『小泉直前会長、神谷億文直前幹事一年間お疲れ

様でした。ありがとうございました』 

会長挨拶 会長 鈴木 明子 

 

本日は直前会長幹事の慰労会です 

お弁当をバージョンアップ致しました 

楽しい時間をお過ごしください 

懇親会 

 

左から 萩原・金子・大塚雄造 各会員 

左から 森・石原・小泉・鈴木・大塚誠一 各会員 

左から 宮川・ 龍山・増渕・並木 各会員 

左から 岡野・松岡・神谷億文・神谷 稔 各会員 

奥のテーブル左から 岡本・萩原 各会員 



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 

〆の挨拶  

 

 本日はコロナ禍のなか沢山の皆様にご出席頂き

誠にありがとうございました。 

 お酒がなくても話が弾んで、こんなにも楽しい

ものなのかという事を再確認致しました。早くコ

ロナが収束して普通に例会が出来たら良いと思い

ました。ここのところコロナ感染者数が増え続け

ています。間もなく埼玉県にも緊急事態宣言が発

令される様です。今年度もなるべく夜間例会は控

え収束しましたら会食を楽しみたいと思います。

ご理解、ご協力の程宜しくお願い致します。 

８・９月のプログラム  委員長 金子 幸男 

  ５日（木） 通常例会 「委員長就任挨拶」  

    ・研修リーダー・クラブ・職業・社会・国際・青少年                    

 ２６日（木） 通常例会 「各委員長方針発表」 

９/ ９（木） 通常例会 「未定」 

９/３０（木） 通常例会 「ガバナー補佐訪問」 

 委員長 神谷 稔 出席報告 

★２０２１年度上期会費納入のお願い 

★各委員長は発表の準備をお願い致  

  します 

クラブからの連絡 

出席 １９名 欠席 １名 

出  席  率 ９５．００％  

修正出席率 例会取消 
会員数２６名 

（免除者６名） 

Ｒ３.７.２９ 

☆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 

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 

     親睦活動委員長  岡野 元昭      

中〆  松岡 昌宏パスト会長  

 

謝辞 

 

小泉哲也直前会長、神谷億文直前幹事より 

『一年間ご協力頂きありがとうございました』 

小泉・神谷直前会長幹事お疲れ様でした。新座RC

の益々の発展を祈念して一本締めでお願いします 


