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通常例会通常例会通常例会   『クラブ年次総会』『クラブ年次総会』『クラブ年次総会』      

司   会  親睦活動委員  石原 勇介           

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」 

 

 皆さんこんにちは。早いもので、もう１２月で

師走となり、令和３年も残す所1ケ月を切り、慌

ただしい季節になりました。 

 ７月に会長に就任させて頂き半年が過ぎようと

しています。コロナ禍で新規感染者が減少し明る

い兆しも見えてきておりましたが、南アフリカで

新変株（オミクオン）の感染が確認され、世界中

に危機感が広まっています。日本でも、１１月３

０日に国内で初めての感染者が確認されました。

新しい生活様式を取り入れて例会を開催してまい

りたいと思います。 

会長の時間 会長 鈴木 明子 

 次回は、年忘れ例会（夜間例会）を開催させて

いただきます。新座ロータリークラブのＨＰで週

報の確認した所、「陣野直前会長・石原直前幹事

の慰労会」以来の夜間例会となります。実に１年

半ぶりです。感染対策をしっかりとしながら、楽

しく親睦を図ってまいりたいと思います。多くの

方の参加をお願いいたします。 

さて、１１月２４日に第３回会長幹事会が開催さ

れましたのでご報告いたします。主な内容はＩＭ

についてでした。前回ご報告した通り２月２６日

（土）ベルセゾンにて開催となります。テーマは

『いまここに集う――』第２グループ内のロータ

リアンが久々に集まるというものです。時間はコ

ロナ禍ということで、なるべく短縮し懇親会は行

わない予定です。会場はＦＵＪＩ（定員１６０名）Ａ

ＳＡＭＡ（定員８０名）の２室を予約し、密にな

らないように座席の間隔を空け開催致します。 

 また、地区の公共イメージ委員会からお願いが

ございました。「ＬＩＮＥでフォトコンテスト・

街で見つけたロータリー」というものです。応募

期間は１２月１日～令和４年２月２８日、応募点

数一人写真３枚までとなっています。街でロータ

リーマークを見つけたら写真を撮って応募してく

ださいとのことです。応募はＱＰコードをスキャ

ンしてＬＩＮＥからと、写真をプリントして郵送

する方法があります。ロータリー会員以外の一般 

 

 



 

１、１２月のロータリーレート １ドル⇒１１４円 

１、地区事務所より４件受信 

 １）２０２２ロータリー国際大会（アメリカ・ 

   ヒューストン）ツアーの案内 

   期日：２０２２年６月４日～６月８日   

 ２）国際奉仕・Ｒ財団委員会合同セミナーの 

   Ｚｏｏｍパスコードの案内並びに次第受信 

時間: １１月２８日 １２：００  大阪、札幌、東京 

 ３）２０２２～２３年度米山奨学生受け入れの依頼 

 ４）１２月「疾病予防と治療月間」リソース 

１、朝霞青年会議所より賀詞交歓会の案内 

  日時：２０２２年１月６日（木） 開会：６時３０分 

  会場：和光文化センター サンアゼリア 

  １、新座市商工会より新年交歓会中止の案内 

１、例会変更（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 

１、富士見ロータリークラブよりクラブ会報拝受 

幹事報告 幹事 森  克巳  
 

 年忘れ例会にご出席宜しくお願い致します。 

 日時：１２月１６日（木）  点鐘１８：００    

 場所： ベルセゾン ６階 「芙蓉」 

  会費： ５，０００円 ★会費以上のコース料理 

親睦活動委員会   委員長 岡野 元昭 

委員会報告  

の方も応募できるそうですので、写真好きなお知

り合いの方がいらっしゃいましたらお声がけをお

願いいたします。次回の年忘れ例会でチラシをお

配りいたします。大きいポスターも１０枚預かっ

てまいりましたので、事務所等で掲示できる方は

お持ち帰りいただければと思います。新座市役所

にＲＣで寄贈した応接セットが本庁舎５階に設置

してありますので、平林寺を背景にして写真撮影

をしてこようと思っています。皆さんもフォトス

ポットを見つけましたら応募してみてください。 

 本日は年次総会になります。早いもので、石原

年度の準備スタートとなります。この後、次年度

の役員理事の発表をしていただきます。また、金

子会員の卓話もお願いしております。盛りだくさ

んですが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

今月のお祝い 

会員誕生月：宮川勝平・本木英朗・神谷億文 各会員 

夫人誕生月：本木英朗・神谷浩一・森克巳 会員夫人 

神谷億文・宮川勝平会員に花束贈呈  

「お誕生月おめでとうございます」 

 

 １１月の米山寄付金は７名でした。引き続きご

協力の程宜しくお願い致します。 

米山記念奨学委員会  委員長 大塚 誠一     

 

 ロータリー財団寄付金１１月は７名でした。 

１２月のレートも1ドル⇒１１４円です。  

お一人100ドルのご協力を宜しくお願いします。  

Ｒ財団委員会    Ｒ財団委員長 森田 輝雄 



 

 親睦活動委員会    委員 神谷 億文      

鈴木 明子会員 石原会長エレクト、年次総会宜

しくお願い致します。 

森  克巳会員 石原会長エレクト、本日、年次

総会宜しくお願い致します。 

宮川 勝平会員 誕生月です。後期高齢者になり

ました。お手やらわかに・・・ 

神谷 億文会員 誕生月です。ありがとうござい

ます。 

神谷  稔 会員 次年度、会長他役員さん準備を

しっかりしてスタートして下さい。応援します。  

石原 勇介会員 本日、年次総会により次期役員

の皆様を指名させて頂きました。どうぞ宜しくお

願い致します。 

大塚 誠一会員・金子 幸男会員・岡野 元昭会員 

増渕 和夫会員・並木  傑  会員・森田 輝雄会員 

龍山 利道会員・小泉 哲也会員 

『クラブ年次総会宜しくお願い致します』 

スマイル報告 

クラブ年次総会 

 

2022～2023年度 役員・理事  
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会 長 石原 勇介 

副 会 長 岡野 元昭 

幹 事 髙𫞎 遼太 

直 前 会 長 鈴木 明子 

会 長 エ レ ク ト   

ク ラ ブ 奉 仕 
森田 輝雄 

会 計 宮川 勝平 

  
会 場 監 督 森  克巳 

社 会 奉 仕 小泉 哲也 

職 業 奉 仕 龍山 利道 

国 際 奉 仕 松岡 昌宏 

青 少 年 奉 仕 大塚 雄造 

理事(プログラム) 増渕 和夫 

理事 ( 親睦活動 ) 本木 英朗 

理 事 ( 副 幹 事 ) 神谷 浩一 

研 修 リ ー ダ ー 岡本比呂志 

ご協力の程 宜しくお願い申し上げます 

会長エレクト         石原 勇介    

 皆様、こんにちは。本日の年次総会で次年度会

長職を預かります石原でございます。先程発表さ

せて頂いた理事、役員の皆様ともども宜しくお願

い申し上げます。 

 さて、私は５年ぶり２回目の会長職を預かるわ

けですが、これから新座ロータリークラブをどの

ような形で地域社会に貢献する団体とするかを考

えてきました。無論皆様のご理解があっての行動

となるわけですが、現在新座市では多くのＮＰＯ

法人などが活動をしており、目的を絞って地域社 

会に貢献しています。一つ一つは小さな団体で活

動も小規模でありますが、それがまとまり大きな

地域社会の貢献に寄与していると思っています。 

そこで新座ロータリークラブでは、より優れた活

動、貢献をしている団体を支援して行く仕組みを

提案していきたいとわたしは思います。例えば、

いくつかのＮＰＯ法人に今後の活動プランをプレ

ゼンテーションしてもらい、優秀なプランに寄付

をする等の企画などです。それと、近年甚大化す

る各災害に対して、迅速に寄付できる仕組みを提

案していきたいと思います。なにはともあれ就任

まであと半年の時間がありますので、お一人お一

人にご意見を頂戴して進めれば幸いです。 

何卒よろしくお願い申し上げます。 



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 

１２・１月のプログラム  委員長 金子 幸男 

  ９日（木） 例会取消 定款による 

 １６日（木） 夜間例会 「年忘れ例会」 １８時 ６F 芙蓉 

 ２３日（木） 移動例会 「平林寺参拝」 

 ３０日（木） 例会取消 定款による 

  ６日（木） 例会取消 定款による 

 １３日（木） 例会取消 定款による 

 ２０日（木） 通常例会 「新春卓話」 鈴木明子会長   

                        森  克巳幹事 

 ２７日（木） 移動例会 「新春の集い」 ベルセゾン 

 委員長 神谷 稔 出席報告 

★ 「年忘れ例会」 １８時～ 

   例会場 ： ６階 「芙蓉」 

クラブからの連絡 

出席１５名 欠席 ４名 

出  席  率 ７８．９５％  

修正出席率 ７５．００％ 
会員数２５名 

（免除者６名） 

Ｒ３.１２.２ 

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事が御座います 

 

司令官室は真珠湾に面していてとても素晴らしい

景観でした。その後、地下室に案内されました。

本日の例会場と同位の広さでしたが、壁一面に真

珠湾攻撃の攻撃された写真が飾られておりまし

た。それから、朝霞市長から日大が朝霞の米軍基

地を払い下げて頂きたいとの交渉を頼まれ帝国ホ

テルで会合を持ちました。彼は日大が朝霞にでき

る事について反対の医師会の方（名前は伏せま

す）から相談を受けていたそうです。 

またある日、彼が自衛隊の前を通った時、自衛官

から止められ、いろいろと質問を受けるという事

があったそうです。後日、防衛庁から車が２台彼

の家にやってきて、フルーツを持参し陳謝したと

のことです。 

 彼は、冒頭申し上げましたが、６畳と４畳半の

古びた家に住むタクシー運転手です。彼の正体は

皆さんわかりますか？「 ・ ・ ・ 」です。（紙

面での発表は控えます）奥様にも身分は明かして

いないそうです。彼がもう亡くなりましたので、

今回この話をさせていただきました。 

まだまだ彼とのことでお話したい出来事が沢山あ

りますが、時間が過ぎてしまったので、この辺で

終わりにいたします。 

 

本日は少し古い話ですが、私が経験したことを話

させて頂きます。私が喫茶店を営んでいた頃の話

です。朝霞ＲＣの会員で６畳と４畳半の古びた家

に住んでいるタクシーの運転手さんがいました。

彼のお話を致します。彼は新座ＲＣにもメイク

アップにもきたことがあります。 

 ある日、彼と一緒に米軍の横田基地に行きまし

た。ゲートも止められることがなく通過し、裏口

から司令官室にすんなりと入れました。 

 彼とハワイツアーに行った時には、何故か領事

館のトップがホテルまで迎えに来て丁寧に案内を

してくださいました。 

また、ハワイの米軍司令官室へも２人で行ったこ

ともありました。まず彼が1人で先に入り、３０

分後に私も司令官室に通されました。 

卓話    プログラム委員長 金子 幸男  


