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司   会  親睦活動委員  松岡 昌宏           

点   鐘  会長      鈴木 明子    

ソ ン グ 「君が代」「奉仕の理想」 

唱   話 「四つのテスト」 

 

また、暑気払い家族例会も残念ながら中止とさせ

ていただきます。ご家族の皆様のお顔を拝見でき

ないのは誠に残念ではございますが、ご理解を賜

りたいと存じます。 

地区より例会等クラブの諸活動について、中止、

延期、短時間で行うなどの通達がきております。

そこで今後のプログラムについて、本日の理事会

にお諮りいたしますので、ご協議をお願いいたし

ます。 

 今週の８月７日に紫雲閣で会員増強・公共イ

メージ合同セミナーが、８月２９日には国際奉仕

セミナーが開催されます。（８月７日については

延期）私の手帳を確認しましたら土日に空白が目

立っておりました。例年は行われる市内町内会の

夏祭りが毎週末どこかで開催されていました。 

婦人会の皆さんと盆踊りの練習をし、お揃いの浴

衣を着てお祭りに出かけていくのが夏の習慣と

なっておりました。しかし、お祭りがことごとく

中止となり、昨年に続き浴衣の出番がなさそうで

す。暫くはオリンピック・パラリンピックを自宅

観戦する日々を過ごしたいと思います。 

 本日は研修リーダー・五代奉仕委員長の就任の

ご挨拶をいただきます。コロナ禍で活動は制限さ

れておりますが、一年間よろしく 

お願いいたします。 

 

 本日は熱中症アラートが午前中から発表される

という猛暑の中、ご出席をいただきましてありが

とうございます。 

さて、新型コロナウイルス感染症の感染者が増加

しており、埼玉・神奈川・千葉・大阪に緊急事態

宣言が再発令されました。新聞報道では埼玉県で

は昨日1,200人の感染者で、３日連続で１千人を

超えているとのことです。新座ロータリークラブ

では、検温と消毒、マスク着用の他、席の間隔を

広く設けるなど感染対策を徹底しながら本日の例

会を行いたいと思います。 

会長の時間 会長 鈴木 明子 



 

１、８月のロータリーレート １ドル＝１１０円 

１、地区事務所より４件受信 

１）米山梅吉記念館訪問研修旅行延期の案内 

   日時：１１月７日（日） 

   場所：ＪＲ川越駅西口 ７時 

 ２）会員増強委員会・公共イメージ委員会合同 

   セミナー延期の案内 

 ３）第1回社会奉仕セミナーに於いて事例の発 

   表をしたお礼状 

 ４）埼玉県に緊急事態宣言が発出された事を受 

   け各クラブの活動自粛をお願い致します 

１、第２グループ第２回会長幹事会開催の案内 

日時：８月１８日（日） 

   場所：ベルセゾン ４F TAKASAGO 

   会費：３，５００円（お一人） 

１、令和２年共同募金協力に対するありがとうポ 

  スター掲示依頼 

１、新座市国際交流協会第４回理事会及び第２回

国際交流デー実行委員会開催の案内 

   日時：８月２４日（火） 

   場所：市役所本庁舎３階 

１、富士見ロータリークラブより例会変更拝受 

   ８月６日(金)→例会取止め 

   ８月１３日(金)→定款による例会取止め 

   ８月２０日(金)→例会取止め 

   ８月２７日(金)→第２グループ戸髙ガバ  

   ナー訪問に於かれましては情勢を検討しな 

   がら開催予定 

１、志木ロータリークラブ例会変更拝受 

   ８月の例会はすべて例会取消 

１，新座ロータリークラブ 

   ８月２６日（木）→例会取消 

 
親睦活動委員会    委員 神谷 億文      

鈴木 明子会員 研修リーダー・五大奉仕委員長

一年間宜しくお願い致します。 

森  克巳会員 研修リーダー・五大奉仕委員長

一年間どうぞ宜しくお願い致します。 

神谷  稔 会員 五大奉仕委員長様、今年も頑

張って下さい。  

宮川 勝平会員 研修リーダー・五大奉仕委員長

一年間宜しくお願い致します。妻の誕生月です。 

森田 輝雄会員 暑さに負けず頑張りましょう。 

大塚 雄造会員 五大奉仕委員長挨拶宜しくお願

いします。 

岡野 元昭会員・並木  傑 会員・増渕 和夫会員 

神谷 億文会員・松岡 昌宏会員 

『研修リーダー・五大奉仕委員長一年間宜しくお

願い致します』 

スマイル報告 

幹事報告 幹事 森  克巳  

 

会員誕生月：並木 傑・龍山利道・石田宏記 各会員 

夫人誕生月：宮川勝平・並木 傑 会員夫人 

結婚記念月：なし 

今月のお祝い 

鈴木明子会長より並木 傑会員に花束贈呈 

「お誕生月おめでとうございます」 



 

毎年恒例で開催しておりました「薬物乱用のな

い社会をつくるために！」の講演は、２０１９年度

は新座中学校で開催される予定でしたが、新型コ

ロナウィルス感染拡大の影響を受けて延期になり

ました。しかし、２０２０年度は、再度、新座中学

校でリモートで開催するここが出来ました。 

 小泉哲也会長のご尽力と、中学校の高橋校長先

生を始め先生方の協力並びに講演者の埼玉ダルク

代表 辻本様が快くお引き受け頂いて無事何事も

なく開催されたことに感謝申し上げます。 

 今回の 新型コロナウィルス感染拡大の影響は

経済だけでなく、教育にも多大な影響を与えてお

り今後、薬物乱用者や青少年の自殺者が増えるの

ではないかと危惧しております。 

今年度は、新座２中で開催する予定ですが、十

分な準備をして、ぜひ実現したいと思っておりま

す。ご協力の程宜しくお願い致します。 

青少年奉仕委員会  委員長 大塚 雄造     

 

      職業奉仕委員長 神谷 億文     

 職業奉仕委員会は、会長方針のもと会員各位が

どのような職業で活躍されているのかを、例会の

卓話で認知度アップになるよう、全会員が発表で

きる場をプログラム委員会と協力して提案してい

きたいと思います。 

活動方針 

・職業上の高い倫理基準 

・役立つ仕事はすべて価値のあるものという認識 

・例会を通じ自己を高め職業を通して社会に奉仕 

 する 

活動計画 

1.例会にて『四つのテスト』唱和 

2.職業奉仕月間に因んで卓話をする 

3.会員の職業を通して、企業理念・企業アピール 

 の為の例会卓話をもうける 

五大奉仕委員長就任挨拶  

 

 本年度のクラブ奉仕委員会では、鈴木明子会長

の「未来に向かって もっと前進しよう」のクラ

ブ方針に基づき、奉仕の意義や高い職業倫理と

いったロータリアンとして、最も大事な要素を会

員同士の交流により、お互い刺激し合えることに

よって魅力溢れる例会や奉仕の実践に繋げること

で、会員の増強を行いやすい環境を整えることに

致したいと思います。 

またコロナ禍の中で行動が制限されているが、ど

うすれば制限下でも最大限に効果を期待できる奉

仕活動ができるかを念頭に置きながら計画を実行

していきたいと思います。 

         ２０２１年度計画書 抜粋 

クラブ奉仕委員会  委員長 石原 勇介 

２０２０年度リモートで開催した「薬物乱用防止教室」 
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９・１０月のプログラム  委員長 金子 幸男 

８/２６（木） 例会取消 「感染症拡大防止対策」 

９/  ９（木） 例会取消 「感染症拡大防止対策」 

９/３０（木） 通常例会 「ガバナー補佐訪問」予定 

10/14（木）  通常例会 「ガバナー公式訪問」 

10/28（木） 通常例会 「各委員長方針発表」 

 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 １２名 欠席 ８名 

出  席  率 ６０．００％  

修正出席率 例会取消 
会員数２６名 

（免除者６名） 

Ｒ３.８.５ 

☆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 

 

 社会奉仕委員会は、会長方針のもと地域社会活

動を基本とし、他の団体・行政等と連携しながら

事業展開する。その事がロータリークラブの社会

的認知度アップになる為、会員全員で事業展開を

していきたい。コロナ禍の状況にもよりますが、

社会情勢に応じて、可能であれば、新座ロータ

リークラブの長年に亘る、以下の継続事業に取り

組んでいきたい。  ２０２１年度計画書 抜粋 

社会奉仕委員会   委員長 髙橋 遼太 

 

 ロータリーの国際奉仕の基本理念は、人道的な活

動を広げ、国際融和・国際平和を推進する為、一人

ひとりのロータリアンが国境を越えて、お互いに

手を差しのべることです。 

その為に、国際ロータリー第２５７０地区やロータ

リー財団と連携して下記の事業を推進する。 

          ２０２１年度計画書 抜粋 

国際奉仕委員会   委員長 神谷 浩一 

 

 ＲＩ は各ＲＣに「クラブ研修リーダー」（Club 

Trainer）の任命を推奨しています。その目的は、ク

ラブレベルのロータリー研修を強化・充実するこ

とにあります。 

 クラブ研修リーダーは、ロータリアンの自主性

を高め、その活性化を促し、活発なロータリー活動

ができるようにサポートをしていきます。   

 2021 ～ 22 年度においては、シェカール・メータ

ＲＩ会長のテーマ『奉仕しよう みんなの人生を

豊かにするために』と、水村正彦ＲＩ 第２５７０ 地

区ガバナーのメッセージ『もっと夢を もっと奉

仕を』に基づいた研修を進めていきます。 

 ロータリアン自身が「ロータリーの目的」とその

活動について深く学びながら、地域の人々にも新

座ロータリークラブとその活動についてより良く

知っていただき、ロータリーの公共イメージと認

知度の向上に努めていきましょう。 

          ２０２１年度計画書 抜粋 

クラブ研修リーダー  委員長 岡本比呂志 


