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最終例会最終例会最終例会   『一年を振り返って』『一年を振り返って』『一年を振り返って』   鈴木明子会長・森鈴木明子会長・森鈴木明子会長・森   克巳幹事克巳幹事克巳幹事   

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」 

ゲ ス ト 戸髙 健司様（新座こぶし） 

      第２グループガバナー補佐 

      山崎 一吉様（朝霞） 

      第２グループガバナー補佐エレクト 

 

皆さんこんにちは。本日は戸高ガバナー補佐と

山崎ガバナー補佐エレクト、ようこそ新座ロータ

リークラブへお越し下さいました。この後、ご挨

拶頂ければと存じます。宜しくお願い致します。 

 さて、本日は私の年度の最終例会となります。

会長の時間も今回が最後となります。一年を振り

返ってはこの後に話させて頂きますが、コロナ禍

で右往左往した一年ではありましたが、最後の６  

会長の時間 会長 鈴木 明子 

月は移動例会の多い忙しい一カ月でありました。 

まず、６月２日には二中で「第１０回薬物乱用

のない社会をつくるために！」を開催することが

できました。１年生・２年生は教室でリモートと

なりましたが、３年生は体育館に集合し、辻本様

の講演を直に聞いてもらうことができました。３

年生だけとはいえ３００人以上の生徒さんが集合

し、奉仕活動として大成功に終えることができま

した。また、１０回目を記念してＮＰＯ法人埼玉

ダルク様に新座こぶしロータリークラブと共同で

寄付金を進呈致しましたこと報告いたします報告

いたします。 

次に、６月４日・５日と西那須野ロータリーク

ラブ５０周年式典に招待され、同じ週に続けての

移動例会となりました。ご多用中の所、ご参加し

ていただけました会員の皆様には御礼申し上げま

す。誠にありがとうございます。西那須野ロータ

リークラブからは、記念品としてロータリーのロ

ゴが入っている真空ステンレスペアタンブラーを

全会員分頂戴致しました。また、西那須野ロータ

リークラブと友好クラブを締結している茂原中央

ロータリークラブからもお土産を頂きました。殻

付きの落花生を１箱ということで、どう分けたら

いいのか思案中です。落花生が大好きという方は

後でお知らせください。 

さて、水村ガバナーから「次年度に向けてご意 



 

見のお願い」という文書が送られてきた案件でご

ざいますが、皆様からお聞きした意見をガバナー

に送り致しました。後日、ガバナーから「熟慮し

た結果、村田ガバナーエレクトには『ガバナー』

という役目を重く受け止め、地区のロータリアン

を大事にし、全ての会員と意思疎通を図り、事業

と会計が透明性のあるもととすることを確約し、

次年度ガバナーとして地区の運営をお願いする」

という内容の通知がありました。また、新旧会長

幹事会が６月１５日開催され、坂本元彦副ガバ

ナーがご出席され、この件についてお話がござい

ました。色々お話を伺いましたが、地区役員（統

括委員長も含め）２０人ほどの方が辞退されてお

り、地区役員組織図が出来ていないということで

す。色々な出来事がございますが、新座クラブと

してはしっかりと活動していきたいと思います。 

それでは、本日もよろしくお願い致します。 

 １、６月のロータリーレート １ドル⇒１２７円 

１、地区事務所より６件 

１）「留学説明会」公開開催のご案内 

   日時：７月１０日（日）１４時 

   会場：東松山紫雲閣 

２）米山記念奨学委員会セミナーの案内 

日時：７月１０日（日）１３時３０分 

   会場：アルカーサル迎賓館 

３）次年度に向けてご意見を受けて（送信済） 

４）アンケートのお願い（こども家庭委員会） 

 ５）２０２２－２３年度地区年間活動計画 

 ６）公式訪問関係書類一式 

１、第２グループ新旧会長幹事会次第及び登録料

の案内と第６回会長幹事会議事録受信 

１、新座市国際交流協会第２回理事会及び第１回 

  国際交流デー実行委員会の開催について 

日時：７月１４日（木）１８時 

 場所：市役所本庁舎５階 

１、朝霞青年会議所より５０周年記念式典のお礼 

  並びに記念ゴルフコンペ参加依頼 

  ＊クラブゴルフ同好会に連絡済 

幹事報告 幹事 森  克巳  

 

ご挨拶    

 一年間、第２グループガバナー補佐を務めさせ

て頂きました、新座こぶしの戸高でございます。 

 今年度は何もできない一年でした。年度初めに

は、今年もコロナでどうなるかわからないと言っ

ていましたが、オミクロン株がまん延し始めてか

らは各クラブの例会もままならない状況で、一年

間を通して、会長幹事会は感染拡大に気を使いな

がら、短時間で行い、すべての会がお弁当をお土

産として持って帰っていただく形での開催になっ

てしまいました。昨年度開催できなかったＩ・Ｍ

を、今年度は何とか開催できる形を模索して開催

にこぎつけたいと考えておりましたが、それは叶

いませんでした。 

ロータリーの知識も経験も少ない私が、ガバナー 

補佐の役目を果たす事でいろいろな経験と勉強を

させていただく所存で就任させて頂きましたが、

どこまでその役割を果たせたか心許ない限りでご

ざいます。ただ、次年度の山崎補佐にバトンを渡

すことができホッとしております。 

一年間ありがとうございました。これからもどう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

１、新座市防犯暴力排除推進協議会設立総会資料 

１、市民新報社より広告掲載のお願い 

１、他クラブ例会のお知らせ（朝霞キャロット、 

  朝霞）各ロータリークラブより受信 

１、朝霞ロータリークラブより会報拝受 

１、会員親睦会収支報告書回覧 

１、薬物乱用防止講演会収支報告書回覧 

１、西那須野ロータリークラブ創立５０周年記念 

  式典参加費用報告書回覧 

 第２グループ ガバナー補佐 戸髙 健司    



 

只今、ご紹介を頂きました２０２２－２３年度、国

際ロータリー第２５７０地区第２グループガバナー

補佐予定者の山崎一吉と申します。本日は、新座

ロータリークラブの本年度最終例会という大変貴

重なお時間に出席をさせて頂き大変恐縮をしてお

ります。 

本来であれば、本年２月に開催を予定しており

ました、第２グループのＩＭにて、次年度第２グ

ループのガバナー補佐予定者就任の挨拶をさせて

頂く予定でございましたが、新型コロナの感染拡

大により、残念ながら中止となりましたので、戸

髙現ガバナー補佐と共に本日、参りました。 

私の所属クラブは、朝霞ロータリークラブです

が、本年７月でロータリー歴が、ちょうど２０年

を迎えます。しかし、ロータリーの活動は大変奥

が深く、まだまだ、学ばなければならないことが

たくさんあります。次年度は、ガバナー補佐とい

う立場で改めて皆さんと共に、ロータリーについ

て学んでいく一年にしたいと考えております。 

本年度も残念ながら新型コロナの影響が色濃く

あった一年となりましたが、このような状況の中

でも、戸髙ガバナー補佐におかれましては、リー

ダーシップを発揮され、第２グループをまとめて

頂き、大変感謝を致しております。私も微力では

ありますが、地区とクラブの橋渡しとなり、ガバ

ナー補佐としての任務を遂行し、ロータリーの一

助となる活動ができればと考えております。 

次年度も何卒よろしくお願い申し上げましてご

挨拶といたします。 

第２グループ次年度ガバナー補佐 山崎 一吉        

 

「第１０回 薬物乱用防止講演会」参加のお礼 

 過日（６月２日）の薬物乱用防止講演会にご協

力頂きありがとうございました。 

 全生徒（約１，０００名）が対象で、３年生（約３

００名）のみ体育館で対面で行い、一年生・二年

生は各教室からリモートで参加致しました。   

 昨年度から生徒中心の進行なりましたが、なか

なか良かったです。そして、その後、各教室で感

想文を書き直接辻本さんに送付したそうです。 

当クラブにも数名分送信して頂きましたので会報

に掲載しました。是非ご覧ください。率直な感想

が聞けてとても良かったです。 

 ２０１９年度はコロナ対策で開催を延期しました

が、今年度は節目の１０回目を数え、いつも快く

講演をして頂くＮＰＯ法人埼玉ダルク様に感謝を

込めて金一封を新座こぶしロータリークラブさん

と共に贈呈致しました。ここにご報告致します。 

青少年奉仕委員会   委員長 大塚 雄造 

委員会報告 

 
親睦活動委員会    委員 神谷 億文      

戸髙 健司様（新座こぶし）一年間お世話になり

ました。 

山崎 一吉様（朝霞）次年度もどうぞよろしくお

願い致します。 

スマイル報告 



 

今日が最後の例会となります。３８年間お世話

になりました。思い起こせば、朝霞市教育委員会

にいる時、ユネスコの件で朝霞ロータリークラブ

にご協力を頂いたのがロータリーとのご縁です。 

その後、１９８４年３月にロータリアンとなり

１９９６年度から２０１８年度まで地区役員とし

て国際奉仕委員会に所属。その間ユネスコへ４５

０万円の寄付や埼玉ユネスコを通じてネパールに

３０校以上の学校建設の寄付を行いました。 

西那須野ロータリークラブとは、１９９５年度

の会長をしていた時、疎水との関係で西那須野

ロータリークラブと交流を行い、翌年の小野会長

の時に友好クラブとして締結を行いました。 

またもう一つ、２０１１年度２回目の会長の時

に薬物乱用防止講演会「薬物乱用のない社会をつ

くるために！」を企画、新座高校で１回目を行

い、現在に至っており、大塚委員長にはそれから

毎年頑張って頂いています。 

地区役員を長くやらせて頂き、いろいろな方と

知り合えました。ガバナー補佐の役職にも就かせ

て頂きました。ロータリーバッチを付けていると

皆同じ仲間であり平等です。いい友人と会員に出

会えたことは私の人生にとって宝です。 

最後になりましたが、会員の皆様とクラブの発

展をご祈念申し上げ退会の挨拶といたします。 

 
鈴木 明子会員 戸髙健司ガバナー補佐、山崎一

吉ガバナー補佐エレクト、ようこそ新座クラブへ

お越しくださいました。宜しくお願い致します。

又、本日は私の年度の最終例会です。一年間あり

がとうございました。 

森  克巳会員 一年間何も出来ませんでした。

ありがとうございました。 

金子 幸男会員  ３８年間新座ＲＣにお世話にな

り色々な思い出を作って頂き有難うございまし

た。会員の皆様のご活躍と新座ＲＣのご発展を祈

念いたします。有難うございました。 

神谷  稔 会員 鈴木会長、森幹事さん一年間ご

苦労様でした。 

大塚 誠一会員 鈴木会長、森幹事、一年間お疲

れ様でした。金子幸男会員とても残念です。 

チュウチュウ会がまた一人減りました。 

岡野 元昭会員 鈴木会長、森幹事一年間ご苦労

様でした。 

宮川 勝平会員 鈴木会長、森幹事一年間ご苦労

様でした。今後とも宜しくお願い致します。金子

さん残念です。長い間ありがとうございました。 

岡本比呂志会員 金子会員、長い間公私にわたり

大変お世話になりました。心から感謝致します。

これからも、たまには元気なお声を聞かせて下さ

い。いつまでもお元気で。 

大塚 雄造会員「第１０回薬物乱用のない社会を

つくるために！」の講演は無事終了致しました。

ご協力ありがとうございました。 

小泉 哲也会員 鈴木会長、森幹事一年間大変お

疲れ様でした。金子会員ありがとうございました 

龍山 利道会員 鈴木会長、森幹事、一年間あり

がとうございました。 

石原 勇介会員 鈴木会長、森幹事、一年間ご指

導有難うございました。金子幸男会員、長年にわ

たりご尽力頂き本当にありがとうございました。 

髙橋 遼太会員 一年間お疲れ様でした。次年度

幹事を拝命致しました。不慣れな点多々あるかと

思いますがよろしくお願い致します。  

神谷 億文会員・神谷 浩一会員 『鈴木会長、

森幹事、一年間お疲れ様でした。金子会員、長い

間ご尽力頂き感謝申し上げます。ありがとうござ

いました。いつまでもお元気で！』 

退会の挨拶 パスト会長 金子 幸男  

金子幸男会員の足跡Ⅰ  生年月日 １９３６．１０．８    

 

 １９８４年３月 入会 

 １９９５年度 会長に就任 

 １９９６年度から２０１８年度 地区役員に就任 

        国際奉仕奉仕部門で活躍    

 ２００６年度 第２グループガバナー補佐に就任  

 ２０１１年度 ２回目の会長に就任 



 

謝辞 パスト会長 岡本比呂志 

 一言お礼を述べさせて頂きます。３８年間、公

私に渡りありがとうございました。地区でも活躍

され、よい伝統を作っていただきました。 

 金子会員と言えば国際奉仕、国際奉仕と言えば

金子会員と生き字引のような方で、私達も国際奉

仕としてネパール奨学支援金などに長期にわたり

協力しています。金子会員との思い出は尽きませ

んが、今後、金子会員のお顔を拝見できないのは

寂しい限りです。又、ゲストとしてお越し頂き元

気な声を聞かせて下さい。いつまでもお元気で！ 
 

会も減少して、行事という行事が中止になり、本

当に何もない２年間であったという印象です。 

そんな異常事態の中で、私のような入会して３

年余りの新参者が、「幹事」などの大役が務まる

のか、正直、とても不安でした。 

しかし、鈴木会長を始めとする会員の皆様の温

かいバックアップのお陰様で、なんとか恙なく任

期を満了することができました。本当にありがと

うございます。 

私は、恥ずかしながら、未だに自分自身がロー

タリー会員であることの意義を、多分理解できて

おらず、「何のために」ロータリーに入っている

のか、ロータリー活動を通じて「何を」実現しよ

うとしているのか、未だに自問自答しています。  

今後とも、皆さま先輩方に導いて頂きながら、

ロータリアンとして成長していきたいと考えてお

ります。今後とも、どうか宜しくお願い申し上げ

ます。 

金子幸男会員の足跡Ⅱ  

 Ｒ財団寄付金    ５，５００ドル 

 米山奨学寄付金 ４４０，０００円 

ネパール奨学（里親）支援金は、最初から毎年１

名を２０２０年迄、その他、災害見舞金など率先して

ご協力頂きました。心より感謝申し上げます。 

 

1年を振り返って 

この一年間、幹事として何ができたのだろう

か。「何もできなかった」というのが正直な実感

です。 

 私は、２０１８年から、皆様のお仲間に加えて頂

いてから、早くも４年が経過してしまいました。 

そのうち、２０２０年から現在までの２年間は、例 

            幹事 森 克巳 

 

昨年７月より会長を務めさせていただき、あっ

という間に１年が過ぎました。光陰矢の如しとは

よく言ったものだと実感しています。 

本日最終例会ではございますが、最後まで会長

と呼ばれるのに慣れることができませんでした。

頼りがいのない会長であったかと思いますが、皆

様に見守られ一年終えることができます。本当に

ありがとうございました。感謝申し上げます。 

この一年間を振り返ってということですが、陣

野会長、小泉会長の年度もそうであったかと思い

ますが、コロナ禍ということで例会の回数を減ら

させていただきました。緊急事態宣言や蔓延防止

等対策措置の発令があり、ロータリーの例会でコ

ロナ感染の拡大が起こらないよう、感染対策を第

一に考えて一年間活動をさせていただきました。 

            会長 鈴木 明子 
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７月のプログラム  委員長 増渕 和夫 

  ７日（木） 通常例会 「会長幹事就任の挨拶」 

 １４日（木） 通常例会 「研修リーダー・ 

                        五大奉仕委員長就任の挨拶」                 

 ２１日（木） 例会取消 定款による  

 
このような状況ですので、夜間例会や、暑気払

い、クリスマス例会など実施できず、会員のご家

族の皆さんと交流どころかお顔を拝見することも

できませんでした。 

また、市の行事や親子招待ボウリングも中止と

なり、対外的な奉仕活動ができない一年できず、

何か新しい試みができないか考えましたが、今日

この日を迎えるに至りました。 

しかし会長幹事会には出席させていただき、各

クラブの状況がお聞きすることができました。新

座クラブは、ここベルセゾンさんを例会場として

いますが、他クラブの方は例会場を感染状況で移

動したり、リモートでの例会参加など、食事もで

きていないことなど伺いました。昨年に続きＩＭ

が開催できなかったことは非常に残念でなりませ

んが、コロナの感染状況やタイミングもあったか

と思いますし、第２グループ内での通常例会の状

況をお伺いしていますと仕方がなかったのかとも

思いました。 

 そのような中ではありましたが、ガバナー公式

訪問は時短ではありましたが予定通りの日程で開

催することができました。我がクラブでも久々の

例会ということでお弁当をグレードアップさせて

いただき、食事が中々食べ終わらないというアク

シデントはありましたが、ガバナーも喜んでいた

だけたのではないか（？）と思っています。 

 西那須野ＲＣとの交流は深められた一年であっ

たと思います。まず、私の年度の最初の例会にビ

ジターとして４人お越しになり、財団の補助金を

使った事業に参加しないかと説明にいらっしゃい

ました。この事業は１１月に台湾桃園ＲＣへ乳が

ん検診車が納車となり感謝状をいただいたところ

です。また、先ほどお話いたしましたが西那須野 

ＲＣの創立５０周年にご招待され、前夜祭と記念

式典併せて８名で参加致しました。式典では、ご

来賓の他、西那須野ＲＣの友好クラブ３クラブが

招待され１００名ほどの方が集まり、ロータリー 

 

の暑い熱気を感じる一時を過ごすことができまし

た。さて最後に、冒頭に会長の時間で申し上げま

したが「第１０回薬物乱用のない社会を作りため

に！」を新座こぶしＲＣとの共催で開催すること

ができました。この事業は第１０回という節目だ

けでなく、今年度のＲＩカシュール・メータ会長

が全地区と全クラブに求めていたロータリー奉仕

デーに合致した奉仕活動ということで、地区大会

でも紹介され表彰された事業です。無事終えるこ

とができ、ほっとしております。 

しかし、この一年間で長年会員をされていた方

が何人か退会されました。本日で金子会員も最後

の例会で退会ということで、とても寂しい思いが

しております。今後もお元気で、たまにはお顔を

拝見させていただければと思います。 

この一年間を振り返ってみると、コロカ禍では

ありますが様々な経験をさせていただきました。

とても勉強になる有意義な１年間ございました。

とはいえ会長の仕事をこなすのが精一杯で、ロー

タリーの歴史や用語、理念ということになります

と、まだまだこれから学んでいかなければならな

いと思うところです。 

最後に、森幹事、松岡副会長、そして事務局の

宮下さん、誠にありがとうございました。先輩の

ロータリアンの皆様に支えて頂きながら会長とい

う大役を終えることができましたこと感謝を申し

あげます。今後も精進してまいりますので、ご指

導頂きます様、宜しくお願い申し上げます。 


