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司   会  親睦活動委員 小泉 哲也            

点   鐘  会長      石原 勇介    

ソ ン グ 「我らの生業」 

 

・地区大会：９月２２日（木）帝国ホテル  

  参加対象：地区会員全員 

・新座ロータリークラブに係ること 

 ガバナー補佐訪問：１０月６日（木） 

 ガバナー公式訪問：１０月２０日（木） 

・ガバナー公式訪問実施要項の確認、補佐訪問時 

 にクラブ協議会開催し意見の取りまとめをした 

 上でガバナーの卓話のテーマとする。 

・第２グループＩＭ：２月の土曜日を候補日とする 

・第２グループゴルフコンペ：４．５月に開催予定 

  ホスト：新座ロータリークラブ（設営） 

 未だに地区からの情報が明確に配信されていな

いので８月も会長幹事会を開催し協議を行うこと

となっております。 

 かいつまんで報告をさせて頂きましたが、どう

ぞ宜しくお願い致します 

幹事報告 幹事 髙橋 遼太 

 

 

皆様、お忙しい中、脚をお運びいただきありがと

うございます。 

本日は研修リーダー、五大奉仕委員長就任挨拶を

頂きます。どうぞ宜しくお願い致します。 

 さて、先日第一回目の会長幹事会が開催され、

本年度の活動予定等議題としてありました。 

地区の研修などのスケジュールやガバナー公式訪

問のスケジュール等の報告と各クラブの活動状況

の報告、第二グループの「ＩＭ」について、第二

グループの「親睦ゴルフコンペ」主催クラブにつ

いて等になります。 

とりわけ新座ロータリークラブに関する件を要約

して記載いたします。 

会長の時間 会長 石原 勇介 



 

１、地区事務所より４件受信 

１）７月１日時点の会員数 

 ２）2022-23年度米山奨学普通寄付金送金依頼 

 ３）クラブ・地区支援リソース集の更新版 

４）ラーニングセンター：更新されたクラブ役 

   員向けのコース    

１、山崎一吉ガバナー補佐より２件 

１）昨夜（７/１２）の大雨災害状況について  

  大きな災害があった場合は、第２グループ 

  ガバナー補佐までご連絡下さい 

 ２）第１回会長幹事会議事録並びに会計報告 

１、新座ボーイスカウト・ガールスカウト中央育 

  成会より賛助金協力のお願い 

１、埼玉ダルク機関紙７月号拝受 

１、他クラブ会報（志木・富士見・朝霞）各ロー 

  タリークラブより拝受 

１、年度計画書（志木・富士見）各ロータリーク 

  ラブより拝受 

スマイル報告 

 

石原 勇介会員 本日、研修リーダー・五大奉仕

委員長の皆様どうぞ宜しくお願い致します。 

髙橋 遼太会員 研修リーダー・五大奉仕委員長

就任の挨拶宜しくお願いします。 

神谷  稔 会員 各委員長さん、一年頑張って下

さい。 

春日 孝博会員 入会ありがとうございます。 

鈴木 明子会員 研修リーダー・五大奉仕委員長

の皆様、一年間宜しくお願い致します。 

並木  傑 会員・神谷 浩一会員・神谷 億文会員 

龍山 利道会員・小泉 哲也会員・森   克巳会員 

『研修リーダー・五大奉仕委員長の皆様、一年間

宜しくお願い致します』 

親睦活動委員会    委員 鈴木 明子     

皆出席表彰 

 

神谷 稔直前出席委員長より、小泉哲也会員・森

克巳会員・鈴木明子会員・石原勇介会員に贈呈 

 

 本年度の石原会長の「繋げよう仲間の絆、広げ

よう奉仕の和」のクラブ方針に基づき奉仕の意義

や高い職業倫理といったロータリアンとして、最

も大事な要素を会員同士の交流により、お互い刺 

クラブ奉仕委員会  委員長 森田 輝雄 

森克巳直前幹事にバッチ贈呈 

 

委員会報告 

 

「直前会長幹事慰労会」を下記の通り実施します

何かとご多忙の事と存じますがご参加下さい。 

    日時 ７月２８日（木） 点鐘 １９：００      

  場所  ベルセゾン １階 「吉祥」 

  会費  会員  １０，０００円     

親睦活動委員会    委員長 本木 英朗     

研修リーダー・五大奉仕委員長就任挨拶  



 

      職業奉仕委員長 龍山 利道     

 職業奉仕委員会は、とても難しいと思います。 

 職場や生活の中で、ロータリー活動を生かし自

らの職業を通じて、地域により一層の貢献をする。

クラブ会合に積極的に参加して交友を深め、多様

な職業のメンバーと接して得られた知識を仕事に

生かして、ロータリアンとしての品性を磨く一年

を実践する。活動計画として、 

１、例会において「四つのテスト」を唱和する。

２、職業奉仕に関する卓話を行う。 

３、職業奉仕に見合う職場見学会の開催を模索・ 

  検討する。 

 

激し合えることによって魅力溢れる例会や奉仕の

実践に繋げることで、会員の増強を行いやすい環

境を整えることにいたしたいと思います。またコ

ロナ禍の中で行動が制限される事も想定されます

が、どうすれば最大限に効果を期待できる奉仕活

動ができるかを念頭に置いて計画を実行して行き

たいと思います。同好会など工夫をこらして参加

率向上につなげます。 ２０２２年度計画書より抜粋 

 

 春日さんご入会おめでとうございます。『ロー

タリーの友』や『ロータリアン必携～「これだけ

は知っておきたいロータリーの基礎』等を活用し

新入会員や現会員のために継続的学習の機会を作

り研修に必要な情報を会員に随時提供します。 

 ＲＩは各ＲＣに「クラブ研修リーダー」の任命

を推奨しています。その目的は、クラブレベルの

ロータリー研修を強化・充実する事にあります。

クラブ研修リーダーは、ロータリアンの自主性を

高め、その活性化を促し、活発なロータリー活動

ができるように、サポートをしていきます。   

 ２０２２～２０２３年度RI会長であるジェニ

ファー・ジョーンズ氏のRIテーマは「イマジン 

ロータリー」です。ロータリーを思い、想像

（imagine）し、創造（create）することを通じ

て、ロータリーの活動はより活性化されることが

期待されます。また、ＲＩ第２５７０地区村田貴

紀ガバナーのスローガンは「地域と世界でつなが

る力を磨き奉仕を実践しよう」です。 

 ロータリアン自身が「ロータリーの目的」とそ

の活動について深く学びながら、地域の人々にも

新座ロータリークラブとその活動についてより良

く知っていただき、ロータリーの公共イメージと

認知度の向上に努めていきましょう。 

クラブ研修リーダー  委員長 岡本比呂志 

 

 春日さんご入会おめでとうございます。社会奉

仕委員会は、石原会長の「繋げよう仲間の絆、広

げよう奉仕の和」の会長方針のもと地域社会活動

を根幹とし、他団体・行政などと連携を取りなが

ら事業展開しています。そして、そのことが地域

社会でのロータリークラブの社会的認知度アップ

になる為、会員全員で事業展開していきたい。 

 又、新座ロータリクラブの長年に亘る継続事業

として「市民まつり」「新座福祉フェステバル」

の参加。特に力を入れたいのは「招待親子ボウリ

ング大会」です。身障者のご家庭を招待しての試

みですが、コロナの影響で３年間開催を見送って

まいりました。今年度は開催したいと思います。 

社会奉仕委員会   委員長 小泉 哲也 
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 委員長  森 克巳 出席報告 ７月のプログラム  委員長 増渕 和夫 

 ★２０２２年度上期会費納入のお願い 

   納入期限：８月１日 

★卓話の原稿は事務局にメールで送信 

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） 

Ｒ４.７.１４ 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 

 

 ロータリーの国際奉仕の基本理念は、人道的な活

動を広げ、国際融和・国際平和を推進する為、一人

ひとりのロータリアンが国境を越えて、お互いに

手を差しのべることです。その為に、国際ロータ

リー第２５７０地区やロータリー財団と連携して

事業を推進する。 

 活動計画として、基本的教育と識字率向上プロ

ジェクトへの活動支援や水と衛生、母子の健康に

関する活動支援をする。２０２２年度計画書より抜粋 

国際奉仕委員会   委員長 松岡 昌宏 

 

毎年恒例で開催しておりました「薬物乱用のな

い社会をつくるために！」の講演会は、２０２１-２

０２２年度は第１０回目を新座第二中学校で開催し

ました。３年生のみ体育館で対面で、１・２年生

は各教室でリモートでの開催でした。 

鈴木明子会長と、中学校の伊藤校長先生を始め

先生方の協力並びに講演者のＮＰＯ法人埼玉ダル

ク代表 辻本俊之様が快くお引き受け頂いて無事

何事もなく開催されたことに感謝申し上げます。 

そして、講演会１０回を記念して埼玉ダルクさ

んに感謝を込めて金一封を贈呈致しました。 

 新型コロナウィルス感染拡大の影響は経済だけ

でなく、教育にも多大な影響を与えておりますが  

青少年奉仕委員会  委員長 大塚 雄造     

 

今年度は、新座第三中学校で開催する予定です。 

新座第二中学校をお手本にして感染症対策を取り

十分な準備をして、ぜひ実現したいと思っており

ます。ご協力の程宜しくお願い致します。 

  また、先日、この講演会を埼玉県のシラコバ

ト賞に応募してみないかと金子教育委員長より話

がありました。応募するにあたって色々条件があ

るそうですが、皆様の了解を頂きチャレンジしよ

うと思っています。宜しくお願い致します。 


