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第２１８０回例会第２１８０回例会第２１８０回例会   ９月第３週９月第３週９月第３週   ９月１５日（木） ９月１５日（木） ９月１５日（木）    

通常例会通常例会通常例会   『クラブ協議会』『クラブ協議会』『クラブ協議会』      

第２１８１回例会第２１８１回例会第２１８１回例会   ９月第４週９月第４週９月第４週   ９月２２日（木） ９月２２日（木） ９月２２日（木）    

移動例会移動例会移動例会   『地区大会』『地区大会』『地区大会』   於：帝国ホテル於：帝国ホテル於：帝国ホテル   孔雀の間孔雀の間孔雀の間      

司   会  親睦活動委員 神谷 浩一            

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」 

 

えており、より有意義な時間とするためにも本日

クラブ協議会を開催させて頂きましので、何卒宜

しくお願い致します。 

 また新入会員として故細沼哲夫会員のご子息で

あられる細沼直泰氏の入会手続きが完了したと報

告がありました事をご報告させていただきます。 

幹事報告 幹事 髙橋 遼太  

 皆様、本日もお忙しいなか例会にご参加頂き誠

にありがとうございます。 

 未だに、新型コロナ感染拡大が減少傾向になら

ないなかではありますが、本来なら、９月1日に

例会を行う予定としておりましたが大事を取り見

送らさせて頂きました。その分本日は皆様からの

意見をしっかり受け止められるよう努力いたした

いと考えています。そして１０月はガバナー補佐

訪問、ガバナー公式訪問と重要なプログラムが控 

会長の時間 会長 石原 勇介 

 

１、９月のロータリーレート １ドル⇒１３９円 

１、地区事務所より５件受信 

 １）地区大会講演の案内及びZoom出席申込書 

 ２）物故会員など報告関係書類の確認依頼 

３）米山梅吉記念館訪問研修旅行のご案内 

日  時：１１月６日(日) 



 

集合場所：熊谷駅南口出発 ＡＭ６時１５分  

 ＪＲ川越駅西口 ＡＭ７時００分  

  ウェスタ川越前  ＡＭ７時３０分   

登 録 料：奨学生（クラブ負担）・米山学友  

                    ５，０００円 

         ロータリー会員   １５，０００円 

 ４）「地区大会オンラインZoom 」の案内 

 ５）会員増強・IT推進委員会からのアンケート 

   調査のお願い 

１、ハイライトよねやま２７０号拝受 

１、第２グループ第１回臨時会長幹事会（書面決 

  議）開催の案内及び補足説明 

   日時：８月２７日（土） 

   場所：メールによる通知案内（書面決議） 

      回答は直接ガバナー補佐へ 

１、第２グループ第１回臨時会長幹事会（書面決 

  議）決議報告書 

１、新座市国際交流協会よりバス視察旅行開催の 

  案内及びＮＩＦＡだより第６８号拝受 

日時：１０月１５日（土）８時30分 

集合場所：市役所駐車場 

   視察場所：ムーミンバレーパーク 

１、米山梅吉記念館より館報４０号及び１００円 

  募金運動と賛助会員募集のお願い受信 

１、オペラ彩第３９回定期公演オペラ「秩父晩

鐘」の後援依頼 

１、朝霞キャロットＲＣより９月例会の案内拝受 

１、和光ロータリークラブより年度計画書拝受 

１、志木・朝霞各ＲＣよりクラブ週報拝受   

１、８月夜間例会の収支報告書回覧 

 

   ほそぬま なおやす 

会員名：細沼  直泰 生年月日：１９６７．７.２２      

勤務先：日本伸管株式会社 代表取締役社長 

住 所：３５２－０００５  

      埼玉県新座市中野 １－１０－２２ 

TEL：０４８－４７７－７３３１ FAX：０４８－４７７－７８８８ 

趣 味：スキー 

新入会員のご紹介   細沼 直泰会員 

 

表彰  ロータリー財団寄付金 

神谷 稔会員に３回目のマルチプル・ポール・ハリス

フェロー   「ご協力ありがとうございました」 

８月・９月のお祝い 

 

８月誕生月 

会員誕生月：並木 傑 ・龍山利道 各会員 

夫人誕生月：宮川勝平・並木 傑 会員夫人 

結婚記念月：なし 

９月誕生月 

会員誕生月：岡本比呂志・神谷浩一 各会員 

夫人誕生月：森田輝雄・松本四郎 各夫人 

結婚記念月：大塚誠一会員 

お誕生月おめでとうございます 

ご入会おめでとうございます 

本日は商用の為欠席ですが改めて入会式を行います 



スマイル報告 

 

石原 勇介会員 本日、クラブ協議会です。来る

補佐訪問に向けての準備として開催いたします。

宜しくお願い致します。 

髙橋 遼太会員 クラブ協議会宜しくお願いしま

す。 

大塚 雄造会員 クラブ協議会宜しくお願い致し

ます。 

神谷  稔 会員・大塚  誠一会員・岡野 元昭会員 

岡本比呂志会員・増渕 和夫会員・森田 輝雄会員

神谷 浩一会員・龍山 利道会員・小泉 哲也会員

森   克巳会員 

『クラブ協議会宜しくお願い致します』 

親睦活動委員会      委員 森  克巳      

議題 

（１）あなたのクラブが取り組んでいきたいこと 

   は何ですか？ 

（２）（1）の話題から、もしそこに障壁がある 

   としたら、何だと思いますか？ 

（３）クラブの未来に向けたビジョンをお聞かせ  

   ください。 

司会進行       会長 石原 勇介 

           幹事 髙橋 遼太 

クラブ協議会 

 委員長  森 克巳 出席報告 １０・11月のプログラム  委員長 増渕 和夫 

 ★補佐訪問・公式訪問出席のお願い 

  お忙しい事と存じますが、万障お繰り  

  合わせのうえ会員の皆様のご協力を 

  宜しくお願い申し上げます。 

              会長 石原 勇介 

              幹事 髙橋 遼太 

クラブからの連絡 

出席 １３名 欠席 ５名 

出  席  率 ７２．２２％  

修正出席率 例会取消 
会員数２４名 

（免除者６名） 

Ｒ４.９.１５ 9/29 （木） 定款による例会取消 

 ６日（木） 通常例会 「ガバナー補佐訪問」                                   

１０日（木） 移動例会 「新座快適みらい都市新座まつ 

               り商工祭」 於：市役所駐車場 

１３日（木） 定款による例会取消 

２０日（木） 通常例会 「ガバナー公式訪問」             

２７日（木） 定款による例会取消 

 ３日（木） 祝日による例会取消                       

１０日（木） 通常例会  

１７日（木） 夜間例会            

２４日（木） 定款による例会取消 

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 

 各会員より議題について意見交換がなされ、

有意義なクラブ協議会でした。 



新座ロータリークラブ事務局  

〒352-0001 新座市東北2-25-11-406 

   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 

 

第１部：本会議   

 11:30 登録開始 

12:30 点鐘 

ソング 「国歌」「奉仕の理想」斉唱 

物故会員への黙祷 

RI会長代理ご夫妻紹介 

ご来賓紹介 

地区内参加クラブ紹介 

歓迎の言葉 

ガバナー挨拶 

ご来賓祝辞 

各種委員会報告 

大会決議案採択 

記念事業目録贈呈 

規定審議会報告 

表彰 

13:57 休憩 

プログラム  

 

14:15 RI会長代理基調講演の1 

14:45 休憩 

15:00 RI会長代理基調講演の2 

15:30 次期地区大会ホストクラブ会長挨拶 

国際大会のお知らせ 

RI会長代理所感 

ガバナー御礼 

閉会の辞 

17:00 点鐘 

 

第２部：RI会長代理ご夫妻を囲む晩餐会 

17:40 開宴 

ガバナー挨拶 

来賓紹介 

乾杯 お食事は着席でコース料理 

アトラクション（オペラ鑑賞） 

閉宴の辞 

19:20 閉宴 
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