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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』
第2570
2570地区ガバナー
地区ガバナー 水村 雅啓 『 もっと夢を もっと奉仕を』
会長方針 鈴木 明子 『 未来に向かって もっと前進しよう』
会長 鈴木 明子

副会長 松岡 昌宏

幹事 森 克巳

第２１６２回例会 １０月第４週 １０月２８日（木）

通常例会 『各委員会活動発表』 各委員長
司

会 親睦活動委員

石原 勇介

せよ”とのお言葉をいただき、私も実践して参り

点

鐘 会長

鈴木

たいと思います。

明子

ソ ン グ 「我らの生業」

会長幹事会が開催されましたので、ここで報告
させていただきます。第２グループのＩＭにつて

会長の時間 会長 鈴木 明子

は２月２６日開催を目指すことといたしました。
内容については、次回の会長幹事会で協議いたし
ますので、決定次第ご報告をさせていただきま
す。また、ガバナーノミニー・デグジネートの推
薦がなかったことから第２グループにお願いした
いとのお話がありました。次回の例会はガバナー
補佐訪問ですので、補佐からお話があるかと思い
ます。
さて、コロナウイルス感染症の新規感染者が
日々減少をしています。首相官邸のＨＰでは、ワ

皆さんこんにちは。前会例会は、水村ガバナー

クチン接種の状況（１０月２５日現在）１回接種

をお迎えしての公式訪問でした。当日は多くの会

７６．７％、２回接種完了者７０．１％と発表さ

員の皆さんにご出席いただき、誠にありがとうご

れています。行動規制も緩和させてきています。

ざいます。また８月５日以来、久々の例会という

ロータリーではお隣の第２７７０地区がポリオ撲

ことでお弁当の内容をグレードアップいたしまし
た。思ったよりも食事の時間が長くなるというア
クシデントもありましたが、お食事を堪能してい
ただけたのではないでしょうか。ガバナーからは
ＲＩ会長のスピーチや地区方針、ロータリー奉仕
デーの開催についてなど講話をしていただきまし
た。コロナ影響で活動が制限されている時だから
こそ皆で学びましょう“入りて学び

出でて奉仕

滅チャリティークラッシクカーラリーを１０月２
４日に開催されました。さいたま市から秩父まで
のコースを走るということで新聞にも掲載されま
した。当クラブでも、ロータリー奉仕デー開催な
ども含めて少しずつでも奉仕活動ができればと考
えております。会員皆さんにご相談させていただ
きますので、ご協力をお願いいたします。

幹事報告 幹事 森

克巳

スマイル報告
親睦活動委員会

委員

神谷

億文

１、地区事務所より２件受信
１）日本経済新聞社「１０月２２日（金）朝刊

鈴木

明子会員

本日は各委員長の挨拶です。ど

全国版」一面広告掲載の案内

うぞ宜しくお願い致します。

ロータリー１００周年を迎え会員増強を目的

森

２）ロータリー米山スリランカ学友・初代会長

克巳会員

願い致します。

追悼式の案内

神谷

日時：１０月２９日（金）２０：３０～２１：３０

お願い致します。

法話：『「おかげさまの人生」ありのまま

岡本比呂志会員

のあなたがいい』
ウエンブウエベスマナサーラ氏
(スリランカ人学友)
実施方法：オンライン（日本語）
申込方法：ＱＲコードにて申請
申込締切：１０月２７日（水）
１、第２グループ第２回会長幹事会議事録及び収
支報告書受信

委員長の皆様、本日は宜しくお

稔 会員

クラブ協議会委員長報告宜しく
皆さま、健康管理にご注意され

日々をより充実させていきましょう。
岡野 元昭会員・宮川 勝平会員・増渕 和夫会員
森田 輝雄会員・龍山 利道会員・神谷 億文会員
石原 勇介会員・小泉 哲也会員
『各委員長の皆様、本日は委員会の発表宜しくお
願い致します』

委員長就任挨拶

１、第２グループ第３回会長幹事会開催の案内
日時：１１月２４日（水）
場所：ベルセゾン ４F

会場監督・R財団委員会

委員長 森田 輝雄

TAKASAGO

会費：３，５００円（お一人）
１、新座ＢＣ・ＧＣ中央育成会より賛助金のお礼
及び領収書
１、令和３年赤い羽根共同募金運動協力のお礼及
び領収書
１、米山梅吉記念館より１００円募金運動のお礼
及び領収書
１、新座市国際交協会第５回理事会及び第３回国
際交流デー実行委員会概要報告書
１、志木RCより例会変更のお知らせ拝受

世界的に長期化しているコロナ感染病の為に、会
員の集まり（密）の激少です。会員同志の交流が原
点である我々の活動です。今、何が、どのようにし
たら出来るかを模索しながら、和やかな例会場に
していきたいと思います。
Ｒ財団委員会（１１月はロータリー財団月間）
財団の意義と重要性の理解を深める活動を行
う。寄付の目標達成の為に協力をお願いする。

会員増強委員会

委員長

小泉

哲也

親睦活動委員会

委員長 岡野

元昭

メーターＲＩ会長の方針の中に各ロータリア

コロナウイルス感染症拡大防止策を取りながら

ンが新会員一人を入会させようという項目があり

今だからこそ、会員相互の輪を広げるために活動

ます。そして世界の会員１２０万人を１３０万に

を実施いたします。直前会長幹事慰労会は日中の

しようと訴えてます。会員一人一人の財産を、あ

開催でしたが夜間例会は出来ませんでした。これ

なたの友達に、その輪を大きくし、その結果が会

から行うクリスマス例会は会員のみの開催です。

員増強に繋がる様、会員の皆様にご協力をお願い

コロナが収束したら、夜間例会やゴルフ同好会も
再開したい。

致します。

出席向上委員会

委員長

神谷

稔

ロータリアンが例会に出席することは、会員間
の情報交換と親睦を深める原点であります。

雑誌広報委員会

委員長 龍山

利道

クラブ会員に内外の適格な情報を発信し、また
地域社会や他団体にロータリークラブの奉仕活動

生き生きとしたクラブ活動と楽しい例会作りへ

の 認 識 を 高 め る 取 り 組 み を 行 う。そ の た め に

積極的な参加が図られ、待ち遠しい例会になるよ

「ロータリーの友」の関心喚起を行い、定期的に

う心がけて参ります。また、メイクアップを推奨

注目記事の紹介を行う。地域社会や他団体にロータ

し、他クラブの社会奉仕活動を肌で感じてきて頂

リー活動について積極的にアピールを行う。 雑誌月

きたいと思っております。

間には、ロータリー広報に関連する卓話を行う。

会報委員会

委員長

宮川

勝平

米山記念奨学委員会

副委員長 大塚

雄造

当クラブの行事や活動の予告と活動報告を掲載

ロータリー米山記念奨学会事業と重要性に対す

し読みやすく親しみのある会報にする。そして、

る理解を深め、 積極的な事業推進を図り、ＲＩ第

会員相互の理解、親睦、情報交換に役立つ会報を

２５７０ 地区の米山奨学事業への寄付目標の達成の

目指す。

ためご協力をお願いします。１０月は米山月間

ロータリー情報委員会 委員長 松岡

昌宏

クラブ研修リーダー

委員長

岡本比呂志

ロータリーに関する知識や情報を提供し、
会員の
意識の高揚に努めると共にコミュニケーションを
図る。また、新入会員には会員を対象としたオリエ
ンテーションを開催してロータリーの知識や理
念、クラブの歴史などの情報を提供する。
例会において、会員に最新のロータリー情報を提
供する。

「奉仕」とは何か、何をすべきか、共に考えて
行きましょう。
・２０２１～２２年度のＳ・メータＲＩ会長テーマは

プログラム委員会

委員長

金子

「奉仕しようみんなの人生を豊かにするために」

幸男

クラブの活動活性化と持続化を図るため、親睦委
員会、社会奉仕委員会と連携して、会員の出席率向
上を高めるべく充実した例会を目指す。ロータ
リー月間においては、テーマに相応しい卓話者に

です。また、ＲＩ第２５７０地区の水村ガバナー
メッセージは「もっと夢を

もっと奉仕を」です

いずれも「奉仕」を重要なテーマとしています。
・今年度は、ロータリークラブの原点ともいうべ
き「奉仕」とは何か、みんなで考えていく年にし

お願いし月間の理解を深める。会員相互の親睦を

たいと思っています。

深めるため、夜間例会、ゴルフ同好会・家族例会等

・「奉仕」は英語の「Service」の訳ですが、も

を適宜行う。しかし、ＣＯＶＩＤＯ１９ 感染症の終息が

ともと英語の「サービス」という言葉には、世話

まだ見通せないなか、例会ではソーシャル・ディス

や奉仕といった無償のサービスだけではなく、勤

タンスを十分に取り、奉仕活動、親睦活動などにお

労など有償のサービス等とても幅の広い言葉です

いても、感染症予防を重要な活動指針として標榜

・自分にとって「奉仕」とは何か、ロータリーで

し全世界で活動するロータリアンとして、他者の

の「奉仕」はどうあるべきか、「職業奉仕」「社

模範となるよう、一人一人が行動をとるものとす

会奉仕」では何をどうすべきかを一緒に考えて行

る。プログラムについても柔軟に対応する。

きましょう。

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

１１月のプログラム

委員長

金子

幸男

11/ 4（木） 例会取消 定款による
11/11（木） 通常例会 「ガバナー補佐訪問」
11/18（木） 通常例会 「会員卓話」神谷稔・岡野各会員
11/25（木） 例会取消 定款による

出席報告

委員長

神谷 稔

Ｒ３.１０.２８

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 ９０．００％
★ガバナー補佐訪問にご出席下さい

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
電話
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Ｅメール niiza.rc@dance.ocn.ne.jp

