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第２１７１回例会第２１７１回例会第２１７１回例会   ５月第２週５月第２週５月第２週   ５月１２日（木） ５月１２日（木） ５月１２日（木）    

通常例会通常例会通常例会   『次年度に寄せて』『次年度に寄せて』『次年度に寄せて』   石原勇介会長エレクト石原勇介会長エレクト石原勇介会長エレクト   

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   和 「四つのテスト」 

 

 皆さん、こんにちは。ＧＷはいかが過ごされま

したでしょうか。人出が昨年の何倍であったとの

報道がされておりました。私は、奈良に住んでい

る娘が２歳の子どもを連れて帰省してきましたの

で、動物園や水族館に行って参りました。厚生労

働省のコロナウイルス接触確認アプリＣＯＣＯＡ

を携帯にインストールしておりまして、毎日確認

をし「陽性者との接触はありません」と表示され

ておりますが、各地でコロナ感染者が増えている

ようですので、気を引き締めてまいりたいと思い

ます。 

 昨日、会長幹事会が開催されましたので報告を 

会長の時間 会長 鈴木 明子 

致します。まず、ウクライナ支援金ですが、３６

０万円の寄付が集まりロータリー財団へ送金した

とのことです。 

 また、会長幹事会でロータリー青少年交換事業

について研修がありました。地区から生活費とし

て５万円の支給はあるが、それだけでは足りない

のでクラブからの費用負担やホストファミリーが

課題になっている。クラブ単独ではなくグループ

で引き受けるなど検討してほしい。卓話に呼んで

いただければ可能な限りローテックスがお伺いす

る。などのお話がありました。 

 さて本日は、石原会長エレクトから「次年度に

向けて」がございます。次年度の方針やテーマな

どお伺いできると思います。石原会長エレクトよ

ろしくお願いいたします。 

 次会の例会５月２６日は１月から延期していま

した久々の夜間例会です。コース料理を考えてい

ますので、コロナ対策をしながら楽しみたいと思

います。 

 ６月２日には記念すべき第１０回目の「薬物乱

用のない社会をつくるために！」を第二中学校で

行います。久々の奉仕活動になりますし、埼玉ダ

ルクさんへの寄付金も当日お渡しする予定ですの

で、多くの会員の皆さんのご参加をお願い致しま

す。皆さんにお願いをしておいて申し訳ないので

すが、議会中ということで遅刻すると思いますけ 



 

れども、駆け付けますのでお許しを頂ければと思

います。 

同じ週に、友好クラブであります西那須野ＲＣさ

んの創立５０周年もございます。俄かに忙しくな

りますが、６月４日（土）５日（日）ですのでこ

ちらも併せて参加をお願いいたしまして、会長の

時間とさせていただきます。 

 

１、ロータリーレート ５月１ドル⇒１３０円 

１、地区事務所より６件 

１）米山記念奨学会学友総会及び２０２２年度  

  歓迎会の案内 

 日時：６月５日（木）１５時３０分～ 

場所：アルカーサル迎賓館川越 

２）水村年度会員増強委員会からのお願い 

 ３）２０２２年度地区大会開催場所決定 

会場：帝国ホテル東京 

４）次年度社会奉仕委員会からアンケート依頼 

  ＊６月１日までに回答 

５）地区研修・協議会の資料受信 

６）バギオだより９０ 

１、西那須野ＲＣ創立５０周年記念式典会場変更 

  日時：６月４日（土）交流会：１７時３０分   

  場所：乃木温泉ホテル さくらの間 

  登録料：５，０００円  

  日時：６月５日（日）式典：１０時  

  祝賀会：１１時～ 場所：乃木温泉ホテル    

  登録料：１０，０００円 

１、第２グループ親睦ゴルフコンペ組合せ表受信 

１、埼玉県腎アイバンク協会第３３回総会の案内 

   日時：６月１８日（土） 

   会場：埼玉県県民健康センター 

幹事報告 幹事 森  克巳  

 

感謝状    

台湾にグローバル補助金を活用して贈呈した 

「乳がん検診車」に対する感謝状を頂きました  

 

今月のお祝い 

 会員誕生月：吉原良一・森 克巳 各会員 

 伴侶誕生月：岡本比呂志会員 

 結婚記念月：岡本比呂志・森 克巳各会員 

お誕生月おめでとうございます！  

 

１、新座ボーイスカウト・ガールスカウト中央育 

  成会総会の案内 

日時：５月２０日（金） 

   会場：新座市民会館２階 第３会議室 

１、新座市より薬物乱用防止講演会の後援承諾書 

１、令和４年度国際交流協会評議委員会資料受信  

１、令和４年度新座快適みらい都市市民まつり商 

  工祭（仮称）開催について 

   市民まつり産業フェスティバルの規模を縮 

   小して「こどもひろば」は実施しない 

   出店の希望があれば手配いたします。 

１、例会の案内（朝霞・志木）各ロータリークラ 

  ブより拝受 

１、志木ロータリークラブよりクラブ会報受信 



 

石原 勇介会員   本日、卓話をさせて頂きま

す。次年度も宜しくお願い致します。 

金子 幸男会員 次年度に向けて、石原さん宜しく

お願いします。 

岡本比呂志会員 石原さん、卓話楽しみにしていま

す。 

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・大塚 雄造会員・小泉 哲也会員 

『石原勇介会長エレクト「次年度に寄せて」宜し

くお願い致します』 

 

「会員親睦会」の案内 

新年会のリベンジです。奮ってご参加下さい。 

  日時：５月２６日（木）        

 場所：ベルセゾン FUYO 

 会費：５，０００円   

 

「第１０回 薬物乱用防止講演会」 

 日時：６月２日（木）１３時４５分～１４時５５分 

 場所：新座市立新座第二中学校 

 集合時間 １１時３０分 ベルセゾン「吉祥」で食事 

 出発時間 １２時３０分 なるべく乗り合いで 

 現地集合の方は、①新座２中に１３時まで 

 ②駐車場の手配のため大塚雄造委員長にご連絡  

  下さい。（090-3450-0288） 

青少年奉仕委員会   委員長 大塚 雄造 

 
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「次年度に寄

せて」宜しくお願い致します。 

森  克巳会員 石原次年度会長、本日は、卓話

宜しくお願いします。 

スマイル報告 

 

次年度に寄せて 

新座ロータリークラブは、１９７５年６月に朝霞

ロータリークラブを親クラブとして創立されまし

た。本年、４９年目を迎えます。この間、チャー

ターメンバーを始めとする会員の努力とたゆまぬ

奉仕活動の積み重ねによって発展を遂げてまいり

ました。この名誉ある新座ロータリークラブの会

長を務めさせて頂くことは、誠に光栄であると共

に、その重責の重さに身の引き締まる思いでござ

います。何卒、会員の皆様方の温かいご指導ご協

力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

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。「イマジン」とは和訳で想像、推察、推測な

ど訳されています。これを照らして我々ロータ

リーの活動に置き換えてみますと各クラブが掲げ

る奉仕の理想を想像し、地域社会の魅力を創造

し、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 

委員会報告 

親睦活動委員会   委員長 岡野 元昭    

      2022-23年度会長 石原 勇介 



 

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 

５・６月のプログラム  委員長 金子 幸男 

 ２６日（木） 夜間例会 「親睦会」 「定例理事会開催」 

  ２日（木） 移動例会 「薬物乱用防止教室」 新座２中 

   ９日（木） 例会取消 定款による  

 １６日（木） 例会取消 定款による 

 ２３日（木） 通常例会 「一年を振り返って」 会長幹事 

 ３０日（木） 例会取消 定款による  

 委員長 神谷 稔 出席報告 

次年度年の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 ７８．９５％ 
会員数２５名 

（免除者６名） 

Ｒ４.５.１２ 

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 

解すべきではと思いました。 

そしてジェニファー・ジョーンズ会長は多様

性、公平さ、インクルージョンの重要性も言及し

ています。地域性やクラブの特性、各会員の特

徴、個性を活かして独自の奉仕の形を重んじ、地

域に住むすべての人へ別け隔てなく奉仕する事

で、ロータリアンとしての充実感を得る事が重要

だと説いておられると思います。 

次に第２５７０地区のスローガンは「地域と世

界でつながる力を磨き奉仕を実践しよう」です。

村田貴紀ガバナーの方針は各クラブ、会員各位が

地域の他団体と共に明るい未来を想像し、奉仕を

実践していくことで地域の方々とつながりを持ち

奉仕の機会と会員を増やしていく事を掲げておら

れていると思います。 

本年度のテーマですが、今一度「繋げよう仲間

の絆、広げよう奉仕の和」と掲げさせていただき

たく存じます。これは5年前掲げさせていただい

たテーマでありますが、RIや地区のスローガンに

マッチしていると思えるからです。我がクラブの

魅力は例会や対外活動はもちろん、会員同士の交

流が世代を超えても活発に行われている事です。

会員増強の基礎は絆を繋げていく事。そして現在 

 

まで行われている奉仕活動を継続しつつ、新たに

「プラスワン」の要素を付け足して、奉仕の幅を

広げる事に力を入れて実践して参りたいと考えて

おります。これからも皆様からたくさんのご指導

を頂きながら、より良い次年度方針を考えたく

思っておりますので何卒よろしくお願い申し上げ

ます。 

クラブ年度方針 

①会員継続と会員増強の推進（２名以上） 

 新座ロータリークラブの魅力を語り、会員増強 

 に繋げよう。 

②例会の活性化 

  和をもって例会参加率の向上を図る 

③五大奉仕活動の継続と充実 

 既存の対外の奉仕活動をブラシュアップし理 

 に近づく奉仕活動を目指す。 

④他団体との合同事業立ち上げ 

 地区の新規事業と地域の需要を合わせて立ち上 

 げる 

⑤５０周年へ向けての取り組み 

 Ｒ財団補助金を活用して公共への寄付事業の準 

 備を行う。 


