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 久々の例会になりますが、この間、お元気でお

過ごしだったでしょうか。コロナウイルスの第６

波で１月から実施されていた蔓延防止等重点措置

が３月２１日をもって解除されました。しかしな

がら、蔓延防止等重点措置解除後も、なかなか感

染者が減少してきません。引き続き、感染対策を

しっかりと行っていきたいと思います。さて、そ

んな中ではありますが、３月２６日・２７日と地区大

会が開催されました。２６日は、川越プリンスホ

テルで大会決議の審査と採択を行い、その後、Ｒ

Ｉ会長代理ご夫妻の歓迎晩餐会が挙行されまし

た。２７日は会場をウエスタ川越に移し５００人

以上の参加者で盛大な地区大会となりました。今

回はロータリー奉仕デーの開催報告が映像で紹介 

会長の時間 会長 鈴木 明子 

されました。我が新座ＲＣとこぶしＲＣ共催の

「薬物乱用のない社会をつくるために！」がガバ

ナー賞（ガバナースペシャルアワード）を頂きま

した。後ほど、地区大会プログラムの２２頁をご

覧ください。ガバナー賞ということで記載がござ

います。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」ですが、８４件の

応募があり、大賞は一般の方が選ばれたと報告が

ありました。他に２名が受賞されているとのこと

です。ガバナー月信５月号に掲載されるそうです

ので、応募された方は楽しみにしていて下さい。 

ＲＩ会長代理の矢野様の現状報告では、ポリオ根

絶などの状況他「ロータリー規定審議会が４月１０

日から開催される。地区とガバナー制度が１９１５

年に制定され１００年以上過ぎた。その在り方を見

直し地区とガバナーの廃止について協議される」

とのお話がありました。この件については、会長

幹事会でもロータリー未来形成委員会からからと

いうことで資料が配布されました。２０１８年に未

来形成委員会が設立され、２０２２年の規定審議会

へ向け新ガバナンス体制の検討をされています。

規定審議会で様々協議され決定をされると思いま

すが、その報告を注視していきたいと思います。 

第２５７０地区の田村ガバナーエレクトは２５７

０パスポートクラブ所属の方です。パスポートク

ラブが耳慣れなかったので調べてみました。 

 



                 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

 

    

  

 

 

                   

   

       

 

 

  

    

                   

   

       

 

 

 

       

   

       

 

      

 

 

 

   

      

 

 

   

 

 ２０１６年規定審議会でクラブ運営に柔軟性と革新

性を促す決定がなされ、現時点で７つのタイプの

クラブが設立されています。 

○従来型のクラブ：奉仕・親睦・自己研鑽の為に例会

を開き、卓話や食事を行うクラブ。 

○衛星クラブ：従来型クラブにより提唱されたクラブ。 

○Ｅクラブ：主にオンラインで例会を行うクラブ。 

○法人クラブ：会員が同じ職場で働いているクラブ 

○ローターアクトクラブ：１８～３０歳までの会員が奉

仕・友情、つながりのために活動しているクラブ。 

○活動分野に基づくクラブ：会員が特定の分野に情

熱を注ぎ、その分野の奉仕活動に取り組んでいるクラ

ブ。 

○パスポートクラブ：会員が自分の所属クラブで毎年

一定の例会に出席する限り、他のクラブの例会や奉

仕プロジェクトに出席することを認めるクラブ。 

 この他に、これらを組み合わせたハイブリット

クラブもあります。 

さて、パスポートクラブの仕組み（My Rotaryよ

り抜粋）についてですが、独自の運営方法を決め

ることができます。よく見られる方法は、例会の

頻度を減らす、奉仕や交流活動に焦点を置いた例

会を認める、会費を低めに設定する（食事がない

ため会費が抑えられる）などです。 

 様々なタイプのクラブが存在することにより、

地域や時代のニーズに応え、会員の拡大に取り組

んでいるということだと感じました。 

 さて本日は、石原会長エレクトからＰＥＴＳ報

告がございます。次年度のＲＩ会長のテーマなど

お話がお聞きできると思います。宜しくお願い致

します。また、龍山会員の卓話もございます。ど

んなお話がお聞きできるのか楽しみにしておりま

す。最後に、友好クラブであります西那須野ＲＣ

さんから創立５０周年のご案内を頂戴いたしてお

ります。６月４日（土）５日（日）です。多くの会員の

皆さんのご出席をお願いして、会長の時間とさせ

て頂きます。 

１、地区事務所より１６件 

１）2022−23年度 国際ロータリーテーマ 

テーマ：「イマジン ロータリー」 

 ２）地区チーム研修セミナー開催の案内 

 ３）ラーニングセンターの活用について 

 ４）ＲＩ会長杯ワールドゴルフ大会の報告 

 ５）ロータリー財団補助金管理セミナー開催 

 ６）地区研修セミナー（新会員オリエンテー 

   ション）開催 

日時：４月１７日（日）点鐘：１３時～１６時半 

   会場：国立女性会館 研修棟１１０ 

 ７）ウクライナ支援金のお願い及び国際ロータ 

   リーの声明文と２５７０地区における支援 

   活動について  受付期限：３月３１日（木） 

 ８）子どもの貧困問題取り組みのアンケート 

 ９）次年度オンデマンド研修の配信について 

１０）ＰＥＴＳ開催の案内及び資料 

１１）2023-24年度ガバナー候補者の公表並びに  

   2024-25年度ガバナー候補者推薦依頼 

  ガバナーノミニー氏名：高丹
た か に

秀
ひで

篤
あつ

氏（深谷） 

１２）第４回Ｒ財団委員会勉強会の案内 

   日時：４月９日 

１３）日台ロータリー親善会議オンライン登録依頼 

１４）子どもの貧困問題への奉仕・行動のお願い 

１５）２０２２年度地区大会開催場所について 

   日時：２０２２年９月２２日（木） 予定 

会場：帝国ホテル東京 

１６）地区研修・協議会の案内 

   日時：２０２２年５月７日（土）１３時３０分 

会場：ウエスタ川越 

   出席対象者：クラブ会長エレクト 

１、西那須野ＲＣ創立５０周年記念式典招待状 

  日時：６月４日（土）前夜祭１８時   

  場所：乃木温泉ホテル  

６月５日（日）式典１０時 祝賀会１１時～                    

  場所：いとう家（例会場） 

１、ロータリーの友購読料改定のお知らせ及び

ロータリー手帳購入依頼 

１、ハイライトよねやま２６２～２６４号拝受 

１、バギオだより８９号 

１、第２グループ親睦ゴルフコンペの案内 

日時：５月１７日（火） スタート：後日 

  会場：高坂カントリークラブ 

 １、ロータリーレート ４月１ドル⇒１２２円 

１、ロータリー米山記念奨学会より米山功労クラ

ブ感謝状（表彰回数２１回）拝受 

幹事報告 幹事 森  克巳  



 

 次年度会長を務めさせて頂く事になりました。

次年度幹事の髙橋会員を始め次年度役員の皆様な

らびに新座ロータリークラブ会員各位の皆様、次

年度の一年間どうぞ宜しくお願い致します。 

以前も話させて頂きましたが若輩者の私が会長の

大役を仰せつかったのも勉強のいい機会を頂いた

と思い、皆様から叱咤激励を頂きながら精一杯努

めて参りたいと思います。 

①さて2022年度～2023年度ＲＩ会長であるジェニ

ファー・ジョーンズ様は「イマジンロータリー」

と国際ロータリーテーマを掲げられました。和訳

では想像、推察、推測など訳されています。 

②次に第2570地区のテーマですが「地域と世界で

つながる力を磨き奉仕を実践しよう」です。これ

は「イマジンロータリー」というＲＩテーマを受

けて地域の明るい未来を想像し、奉仕を実践する

ことによって自己の成長、クラブの活性化、地域

社会への幸福実現」へと繋がる物と理解できると

思います 

③参加者の基盤を広げる：多様性、公平さ、イン

クルージョン（DEI）について 

ＲＩ会長のジェニファー・ジョーンズ様は、メッ

セージの冒頭で「ロータリーでは、多様性、公平

さ、インクルージョンを重視しています。各個人       

ＰＥＴＳ報告 次年度会長 石原 勇介 

 

次年度に向けてＰＥＴＳ報告致します。宜しくお

願い致します。 

髙橋 良太会員 次年度幹事を拝命致しました。

宜しくお願い致します。 

大塚 雄造会員 石原会長エレクト卓話宜しくお

願いします。  

岡野 元昭会員・出浦 惠子会員・増渕 和夫会員 

並木  傑 会員・神谷 浩一会員・神谷 億文会員 

小泉 哲也会員『石原会長エレクトのＰＥＴＳ報

告、龍山会員の卓話 楽しみにしています』 

 
親睦活動委員会    委員 神谷 浩一      

鈴木 明子会員 石原会長エレクトＰＥＴＳ報告

宜しくお願い致します。龍山会員卓話楽しみにし

ています。 

森  克巳会員 石原会長エレクトのＰＥＴＳ報

告、龍山会員の卓話宜しくお願い致します。 

神谷  稔 会員・金子 幸男会員・森田 輝雄会員 

皆様お久しぶりです。元気でお過ごしでしたか！ 

宮川 勝平会員 卓話有難うございます。コロナ

が早く終息になればと思います。 

龍山 利道会員 本日、卓話させて頂きます。宜

しくお願いします。 

石原 勇介会員 皆様お久しぶりでございます。 

スマイル報告 

 

今月のお祝い 

２月のお祝い 会員誕生月：森田輝雄会員 

          結婚記念月：吉原良一会員 

３月のお祝い 会員誕生月：髙𫞎遼太会員 

 伴侶誕生月：松岡昌宏・石原勇介・出浦惠子・    

           神谷 稔・鈴木明子 各会員 

 結婚記念月：増渕和夫・大塚雄造・神谷億文各会員 

４月のお祝い 会員誕生月：増渕和夫会員 

 結婚記念月：松本四郎・森田輝雄・鈴木明子 

        出浦惠子 各会員 

 

１、第２グループ第６回会長幹事会の案内 

日時：５月１１日（水） １８時～２０時 

  会場：ベルセゾン ４F TAKASAGO 

１、朝霞青年会議所創立５０周年記念式典の案内 

日時：５月２７日（金） １３時４５分 

  会場：志木市民会館 パルシティ 

１、山崎一吉氏より２０２２年度ガバナー補佐就任  

  挨拶並びに公式訪問日程について  以下次回 



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 

 

がどのような人で誰を大切に思っているか、信仰

や障害の有無、文化や出身国の違いといったこと

は重要ではありません。重要なのは、地域社会と

のつながりを強め、持続的な変化を生み出すため

に行動しようとすることです」とおしゃっており

ます。ダイバーシティー＆インクルージョンを推

進して行くことを推奨されております。 

クラブ内はもちろん地域社会へこの価値観の共通

認識を広めていく事で世界をより良い方向へ変え

る力となるとおしゃっております、私達もDEIを

理解し実践して魅力ある強いクラブにしたいと考

えております。未だにコロナ禍に影響され活動が

実践しにくい環境化ではありますが、いかにした

ら実践が出来るかを皆様と協力して考えていきた

いと思いますので何卒宜しくお願い申し上げま

す。ご清聴ありがとうございました。 

 

東京五輪開催やインバウンドの期待から宿泊室数 

を過去最高の５万３千室まで伸ばしたそうです。 

しかし、コロナの影響は大きく最近では３０％

から４０％の稼働と聞いています。 

さて、京都を訪れた多くの方は寺社仏閣へ足を

運びます。そこでは今ではあたりまえのように拝

観料を払いますが、拝観料はいつごろから始まっ

たのでしょうか。一説には戦後、清水寺の貫主で

あった大西良慶和上が様々な理由で荒廃していた

寺内復興のため志納金として拝観料を定めたと言

われています。 

しかし、実は金閣寺などでは江戸時代から志納

金を納めて拝観を許していた、という記録があり

ます。１０人で銀２匁といいますから現在の金額

では２５００円ほどです。 

拝観料は寺域の維持管理や整備、また宝物の管

理に使われます。これは、一般の方が考えるより

莫大な費用がかかります。時代を超えて維持存続

するためには苦労が絶えませんが、その基本が浄

財ということになります。 

私達の本山である西本願寺には拝観料はありま

せん。これは見学や拝観するためではなく、多く

の方々がお参りする場所だからに他なりません。 

昨年、唐門の修復工事が終わりましたが国宝が

外に置いてあって誰でも近くで見ることができる

ことは平和の象徴であるとも言えるでしょう。 

第二次世界大戦末期に京都が原爆投下候補地で

あったそうです。幸いに投下は免れましたが、も

し実行されていたらすべての文化財が消失してい

たことになります。そのように考えると、絶対に

失ってはならない宝はたくさんあり、これからも

大事にしていかなければならないのが今の時代を

生きる私たちの使命です。多くのものを失ったウ

クライナの地にも一刻も早い平和と安穏が来る事

を願わずにはおれません。 

私たちの日常にも憂いのない時が訪れました

ら、みなさんで京都のロータリークラブへメー

キャップにまいりましょう。 

その時を楽しみにしたいと思います。 

 

コロナと共に生きる生活が二年を過ぎました。

改めて毎週ロータリークラブの例会で会員の皆様

に会える事が貴重であったかを実感しています。 

コロナ禍に加えてウクライナでの戦闘の悲惨さ

は目を覆うばかりです。このような世情から物価

が値上がりし、物資の不足等で経済の行方にも不

安が募ります。景気浮揚の為にゴーツートラベル

を再開するとの声もありますが不安は残ります。 

さて、私達の本山のある京都の様子も気にかか

ります。京都はご存じのように観光が経済の柱で

す。令和元年度の京都府の観光者数は８８００万人

余りでその経済効果は１兆３千億円だそうです。

その規模の大きさに驚きます。ホテルや旅館は、 

会員卓話  龍山 利道  


