
さて、今月は母子の健康月間です。ロータリーの

友４月号に母子の健康月間の特集が載っていまし

た。男性の育児休業率についてです。育児・介護

休業法が改正され、２０２２年４月１日から順次施行

されます。厚生労働省の調査では２０２２年の男性

育児休業取得率は１２．６５％で、２０１９年の７．８％

よりは上昇したものの国際的には低い水準となっ

ています。因みに、２０１９年スウェーデン８８．５％、

２００７年３．５％だったドイツでも２０１９年には過去

最高の３５．８％を記録したそうです。 

日本政府は２０２５年度までに男性の育児休業取得

率を３０％まで引き上げることを目標に掲げまし

た。産後パパ育休制度の新設、雇用環境整備、個

別周知、意向確認措置の義務化など改正が行われ

ます。 

ロータリーの母子の健康月間特集には「日本の母

子の健康にとって求められているのが男性の育児

への参入。」と書かれております。これから日本

の男性の育児参加は政府の思うように進むのか疑

問ではありますが、もう少し取得率が高くなれば

いいなと個人的も思うところです。 

また、同じロータリーの友４月号14ページから10

ページに渡り、女性会員に聞いたアンケート報告

が掲載せれていいます。そういえば私もアンケー

トに回答したことを思い出しました。より多様性

あふれる会員基盤のヒントになるかもしれません 
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司   会  親睦活動委員  石原 勇介           

点   鐘  会長      鈴木 明子    

ソ ン グ 「我らの生業」 

 

 皆さん、こんにちは。先週に引き続き、２週連

続の例会になります。何日間か初夏のようでした

が、本日は小雨交じりで肌寒い天候です。そのよ

うな中、ご出席を頂きありがとうございます。 

私の年度も残すところ２か月半となりました。コ

ロナウイルスの影響で、中々奉仕活動ができませ

んが「薬物乱用のない社会をつくために！」開催

に向けて、準備を進めてまいりたいと思います。

詳細が決まりましたらお知らせいたしますので、

ご参加くださいますようにお願いいたします。 

又、先週の理事会でウクライナへの募金１０万円

を承認して頂きました。ありがとうございます。 

４月７日地区に送金させていただきました。 

会長の時間 会長 鈴木 明子 

 



 

ので、ご自宅にお帰りになりましたら一読してみ

てください。 

さて本日は、岡本会員に卓話をお願いしておりま

したが、急な用事で本日欠席する旨の連絡をいた

だきました。本日の例会ですが、クラブ・フォー

ラムに変更させていただきます。テーマ等は特に

設定いたしませんので、クラブ運営やコロナ禍で

の奉仕活動、会員拡大についてなど会員皆様の自

由はご意見をいただければと思います。本日もよ

ろしくお願いします。 

 

１、地区事務所より地区協議会登録簿受信 

１、ハイライトよねやま２６５号 

１、山崎一吉次年度ガバナー補佐の連絡先拝受 

理事会報告 

１、２月２４日の臨時理事会の決定により「ロー

タリー希望の風奨学金」に予備費から 

金３００，０００円を３月２４日付で送金 

１、埼玉ダルクに講演会の１０回目を記念して、 

  当日に１０万円寄附する事に致しました。 

  そして、３月４日に新座こぶしロータリーク 

  ラブにその旨を連絡して、折半で寄付する事 

  で合意しました。 

１、今後コロナウイルス感染症拡大防止対策や急

遽例会を変更する場合は、三役とプログラム

委員長に一任する事で承認されました。 

１、４月７日の定例理事会の決定により「ウクラ

イナ支援金」を予備費から金１００，０００円を

４月７日付で送金致しました。 

１、西那須野ロータリークラブ創立５０周年記念 

  式典にかかる費用をクラブ負担に決定 

お祝い金（参加者の登録料）、交通費、宿泊 

費（今回限り）、お土産 

 

委員会報告 

親睦活動委員会   委員長 石原 勇介    

幹事報告 幹事 森  克巳  

 

ガバナー表彰    

地区大会で、講演会「薬物乱用のない社会をつく

るために！」が評価されガバナー賞を頂きました  

２０１１ー１２年度私が２回目の会長の時、家内が

朝霞保健所の薬物乱用指導員をしている関係で、

青少年育成に興味を持ち、大塚雄造青少年委員長

にご協力を頂き「第１回薬物乱用防止講演会」を

立ち上げました。２０１９年度はコロナの影響で中

止になりましたが、昨年度は小泉会長のご尽力も

ありリモートで開催しました。そして、今年度は

皆様のご協力のもと節目の１０回目を迎え表彰も

されました。本当にありがとうございました。 

また、現在、朝霞保健所の薬物乱用指導員は家

内の退任後、小泉哲也会員が選ばれました。何か

ご縁を感じ感慨深いものがあります。 

会員の皆様、今後とも宜しくお願い致します。 



 

お願い致します。お詫びに「大ニコニコ」を入れ

ておきます。 

金子 幸男会員 クラブフォーラムに変更になりま

した。ロータリーについて大いに語りましょう。 

神谷  稔 会員・岡野 元昭会員・宮川 勝平会員 

増渕 和夫会員・並木   傑 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 

『久し振りのクラブフォーラムです。今後のクラ

ブ運営について・・・宜しくお願い致します』 

 

「第２グループ親睦ゴルフコンペ」の案内 

 屋外でもあり十分な感染対策をしています。 

 どうぞ奮ってご参加下さい。 

  日時：５月１７日（火） スタート：後日連絡       

 場所：高坂カントリークラブ 

 会費：３，０００円   

参加者：現在２名 松岡昌宏会員・石原勇介会員 

 

今年度は「第１０回 薬物乱用防止講演会」を

感染対策を取り実施致します。会員の皆様お忙し

い事と存じますが是非ご出席下さい 
  

 日  時：６月２日（木） 

      開始１３時４５分～１５時３５分 

 場  所：新座市立新座第二中学校 

青少年奉仕委員会   委員長 大塚 雄造 

 
親睦活動委員会    委員 小泉 哲也      

鈴木 明子会員 本日、クラブフォーラムになり

ました。皆さんご意見を宜しくお願い致します。 

森  克巳会員 本日はクラブフォーラムです。

宜しくお願い致します。 

岡本比呂志会員  今日は申し訳ありませんが、

急な仕事が入ってしまい欠席となりました。 

卓話は、改めてさせて頂きますのでどうぞ宜しく 

スマイル報告 

 

クラブフォーラム 

 並木新座市長より、新座市の様々な取り組みに

ついての説明がありました。「緊縮財政も現在は回

復に向かい、いろいろな事が出来るようになりま

した」と報告されました。 

その他、各会員より今後のクラブ運営について意

見交換されました。      



新座ロータリークラブ事務局  

〒352-0001 新座市東北2-25-11-406 
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５月のプログラム  委員長 金子 幸男 

  ５日（木） 例会取消 定款による 

 １２日（木） 通常例会 「次年度に寄せて」  

                 石原勇介次年度会長 

 １９日（木） 例会取消 定款による 

 ２６日（木） 夜間例会 「親睦会」 「定例理事会開催」 

 ６/２（木） 移動例会 「薬物乱用防止教室」 新座２中    

 委員長 神谷 稔 出席報告 

次年度年度計画書作成にご協力下さい 

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 ９４．７３％ 
会員数２５名 

（免除者６名） 

Ｒ４.４.１４ 

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 

 

第１回 ２０１１年度 会長 金子幸男  

日時 ２０１２年３月１５日（木） １０：００～１１：３０  

場所 埼玉県立新座高等学校 （生徒約４００名） 

講師 埼玉県立福岡高等学校教頭 片山 昇氏 

第２回  ２０１２年度 会長 森田輝雄  

日時 ２０１３年３月１９日（火） １０：００～１１：３０ 

場所 埼玉県立新座柳瀬川高等学校（２３０名） 

講師 ＮＰＯ法人 埼玉ダルク 辻本 俊之氏 

第３回 ２０１３年度 会長 並木 傑  

日時 ２０１４年２月２８日（金）１３時４０分 

場所 新座市立新座中学校（全学年） 

講師 新座警察署生活安全課 少年係長  

   警部補 原 智也氏 

第４回 ２０１４年度 会長 神谷浩一  

日時 ２０１５年５月２８日（木） １１：５５～ １２：４５ 

場所 新座市立第二中学校（約９４０名） 

講師 ＮＰＯ法人 埼玉ダルク 辻本 俊之氏 
 

第５回 ２０１５年度 会長 神谷億文  

日時 ２０１６年５月１２日（木） １３：４５～１４３５ 

場所 新座市立第三中学校（生徒６５０名） 

 講師 ＮＰＯ法人 埼玉ダルク 辻本 俊之氏 

第６回 ２０１６年度 会長 龍山利道  

日時 ２０１６年１２月１５日（木） １４：４５～１５：３５  

場所 新座市立第四中学校（生徒５５４名） 

講師 ＮＰＯ法人 埼玉ダルク 辻本 俊之氏

第７回 ２０１７年度 会長 石原勇介  

日時 ２０１８年５月１７日（木） １３：４０～１４：３０ 

場所 新座市立第五中学校 （生徒７１４名） 

講師 ＮＰＯ法人 埼玉ダルク 辻本 俊之氏 

第８回 ２０１８年度 会長 松岡昌宏  

日時 ２０１９年５月１６日（木）１３：４５～１４：３５  

場所 新座市立第六中学校（生徒 約６１３名） 

講師 ＮＰＯ法人 埼玉ダルク 辻本 俊之氏 

第９回 ２０２０年度 会長 小泉哲也  

日時 ２０２１年６月１０日（木） １３：４０～１５：３０    

場所 新座市立新座中学校（２学年１６１名）  

  ＊リモート開催  

講師 ＮＰＯ法人 埼玉ダルク 辻本 俊之氏  

薬物乱用防止講演会の記録 

「薬物乱用のない社会をつくるために！」 

        青少年委員長 大塚雄造      


