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司   会  親睦活動委員             

点   鐘  会長     石原 勇介    

ソ ン グ 「君が代」「奉仕の理想」 

唱   話 「四つのテスト」 

 

新・旧会長幹事のバッチ交換 

鈴木明子直前会長から石原勇介会長に、森克巳直

前幹事から髙橋遼太幹事にバトンタッチ 

乾杯 直前会長 鈴木 明子 

 

石原・髙橋年度の船出を祝して 「乾杯！」 

 

 皆様、お忙しい中、脚をお運び頂きありがとう

ございます。７月より会長職を拝命致しました石

原でございます。５年ぶり二回目という事です

が、まだまだ若輩者でございますので皆様の叱咤

激励頂きながら、一回目より成果を上げられる様

粉骨砕身していきたいと考えております。 

 本日は石田会員の後任として春日さんがお見え

になっております。後程久し振りとなる入会式を

行わせて頂きます。どうぞ宜しくお願い致します 

会長の時間 会長 石原 勇介 

幹事報告 幹事 髙橋 遼太 

 



 

１、７月のロータリーレート １ドル⇒１３６円 

１、地区事務所より９件受信 

１）社会奉仕委員会・こども家庭委員会合同セ 

  ミナー開催について 

日時：７月２４日（日）１３時３０分 

   会場：国立女性教育会館 研修棟 

２）2022年規定審議会『クラブと地区に関連す 

  る重要な変更』について 

３）本庄ロータリークラブ事務所移転及びメー 

  ルアドレス変更のお知らせ 

  〒367-0021 埼玉県本庄市東台２－３－１  

    ＫＲＳ本庄ビル ４Ｆ 

   メールアドレスhonjorc7522@gmail.com 

 ４）地区賦課金納入依頼一人当たり １４，１００円 

 ５）村田ガバナーより新年度のご挨拶 

 ６）バナー月信報告用各種書式受信 

７）年間活動予定表修正版受信 

 ８）ロータリー文庫利用案内 

 ９）バギオだより第91号 

１、第２グループ新旧会長幹事会会計報告書及び

ＩＭの繰越金について受信 

１、第２グループ第１回会長幹事会のお知らせ 

日時：７月１２日（火）１８：００～１９：３０ 

場所：朝霞市産業文化センター ２F   

懇親会場所：魚とや ２０時より 

１、新座市交通安全推進協議会より夏の交通事故   

  防止運動の実施について 

 日時：７月１４日（木）１０時 

  場所：新座駅南口公園 

１、新座市産業振興課より商工祭の件 

１、第７回大江戸新座祭り開催の案内 

   日時：７月１６日（土）１２時３０分～１９時 

   場所：ふるさと新座館周辺 

１、（公財）埼玉県腎・アイバンク協会総会資料 

１、他クラブ例会のお知らせ（富士見・朝霞キャ 

  ロット）各ロータリークラブより受信 

 

髙橋幹事より石原会長・小泉会員に花束贈呈 

「お誕生月おめでとうございます」 

入会式 

 

 石田会員の後任の春日さんの入会式を執り行い

ます。新入会員の春日さん心より歓迎申し上げま

す。ロータリークラブには世界共通の定款細則が

あり私達は皆それを遵守して行動しております。

あなたも入会されましたら定款細則を遵守して頂

けますか。「はい！定款細則を遵守致します」と

宣言して入会式は滞りなく終了いたしました。 

   かすが たかひろ 
会員：春日 孝博   生年月日：Ｓ.４５．１.２８       

勤務先：埼玉りそな銀行新座支店 支店長 

趣味：特になし 

TEL：０４８－４７２－５１５１ FAX：０４８－４７４－３３２３  

ご紹介 春日 孝博会員 

 

今月のお祝い 

会員誕生月：小泉哲也・石原勇介・松岡昌宏 各会員 

夫人誕生月：なし  結婚記念月：なし 

挨拶をする春日孝博会員 



 

「繋げよう仲間の絆、広げよう奉仕の和」 

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、４８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 

会長就任挨拶  

            会長 石原 勇介 

スマイル報告 

 

 ２０２２年度、幹事を仰せつかりました高橋で

ございます。宜しくお願い申し上げます。 

私が新座ロータリーに入会したのは、２０１８年

４月、当時３４歳でした。現在５年目を迎えるわ

けですが、入会したのが、つい最近の感覚で時間

の経過の速さに驚くばかりです。 

 入会前のロータリークラブの私の抱いていたイ

メージは、敷居が高く、私のような若輩者がその

仲間に加えて頂けるとは想像もしていませんでし

た。いざ入会してみると諸先輩方の暖かい歓迎を 

幹事就任挨拶  

            幹事 髙橋 遼太 

 

受け、楽しくロータリー活動をさせて頂き、本当

に入会して良かったなと思っております。 

 そんなお客様気分から、副委員長、委員長等を

仰せつかり、ロータリーとはどういうものなのか

と分かりかけてきたところで、ここ２年コロナ禍

により、以前のようなロータリー活動ができなく

なってしまいました。 

そのため、ロータリーアンを名乗れるような活動

をしていない私が、幹事という大役を仰せつかっ

て良いものだろうかと正直思いましたが、頂いた 

せっかくの機会であること、日頃お世話になって

いる石原会長の指名であれば、断るわけにはいか

ない、少しでも支えられればという思いでお引き

受けさせて頂きました。 

しかしながら、まだ右も左も分からず、ご迷惑を

おかけすることも多々あるかと思いますが、私が

ロータリーに入会して皆様から頂いた知見や経験

を次に繋いでいけるような幹事になれるよう精一

杯努めてまいりたいと思います。 

ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。 

 

石原 勇介会員 一年間大変お世話になります。

ご指導頂きながら会長職を務めさせて頂きます。 

どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

髙橋 遼太会員 今期幹事を仰せつかりました。

不慣れな点も多々あるかと思いますが精一杯努め

て参ります。一年宜しくお願い申し上げます。 

神谷  稔 会員 石原・髙橋年度を祝して 

岡野 元昭会員 石原年度がんばれ 

岡本比呂志会員 石原会長・高橋幹事、今年度、

リーダーシップの程宜しくお願い致します。 

神谷 億文会員 所用のため早退します。 

宮川 勝平会員・増渕 和夫会員・並木  傑 会員 

大塚 雄造会員・小泉 哲也会員・鈴木 明子会員 

『石原会長・高橋幹事の船出を祝して！一年間宜

しくお願い申し上げます。春日孝博会員ご入会お

めでとうございます。お待ちしておりました。宜

しくお願い致します。』 

親睦活動委員会    委員 鈴木 明子     



 
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。これは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解すべきではと思い

ました。そして会長は、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 

クラブの特性等を考慮して最小限の原資で最大限

の効果を生む様に行政や他団体と連携し地域社会

に住む困っている方々への助けになりたいと思い

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。未だにコロナ禍にあり、先の見通

しが立たない状況下でありますができないではな

く、どうしたら出来るかの方法論を尽くして行き

たいと思います。また天候不順などによる突発的

な災害等においても素早く対応していち早く支援

を届けられる仕組みづくりを確立していきたいと

思っております。最後に大きくは世界情勢の不安

定と分断、国内の様々な課題、問題から目まぐる

しく変わる経済状況での経営環境の中ではありま

すが、ロータリー活動に関しましても、お力添え

頂けます様、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 

 委員長 髙𣘺 遼太 出席報告 ７月のプログラム  委員長 岡野 元昭 

 ★２０２２年度上期会費納入のお願い 

   納入期限：８月１日 

★就任挨拶や卓話の原稿は、必ず事務 

  局にメールで送信して下さい。 

クラブからの連絡 

出席 １２名 欠席 ５名 

出  席  率 ７０．５８％  

修正出席率 例会取消 
会員数２３名 

（免除者６名） 

Ｒ４.７.７ 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） 定款による例会取消 

２８日（木） 夜間例会 「直前会長・幹事慰労会」 １９時                    

                ベルセゾン １階 吉祥 

８/４ （木） 通常例会 「会員卓話」 岡本比呂志会員 

１１日（木） 定款による例会取消 

１８日（木） 定款による例会取消 

２５日（木） 夜間例会 「暑気払い例会」 １９時                    

                  ベルセゾン １階 吉祥 

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 


