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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」 

ゲ  ス  ト 山崎 一吉様（朝霞） ＲＩ第２５７０ 

         地区 第２グループガバナー補佐 

 

 皆様、お忙しい中、ご参加いただきありがとう

ございます。 

本日は山崎一吉ガバナー補佐をお迎えし例会を致

します、どうぞ宜しくお願い致します。 

山崎一吉ガバナー補佐に置かれましては大変お忙

しい中、我が新座ロータリーにようこそおいで頂

きました。改めて感謝の意を表します。 

会長の時間 会長 石原 勇介 山崎一吉ガバナー補佐 

ようこそ新座ロータリークラブへ 

ご指導宜しくお願い申し上げます 

 
 １０月第三週には、ガバナー公式訪問等のスケ

ジュールが組まれており、本日はその準備段階と

しての例会でございます。 

新型コロナ感染拡大抑止のために、本年度の例会

運営も影響が出ていますが、だからこそより有意

義な例会を行うために、皆様から、より忌憚のな

い前向きなご意見をいただきたく、補佐のいる中

で意見を交わしていただきたく存じます。 

また、地区の現状が気になる方もいらしゃると思

いますので、直接補佐にお聞きする時間もありま

すので宜しくお願い致します。 

 また、９月２２日（木）には帝国ホテルにて地

区大会が行われました。 



 

１、１０月のロータリーレート １ドル⇒１４５円 

１、地区事務所より４件受信 

 １）地区大会参加のお礼 

 ２）２０２１－２２年度地区会計報告書につい  

   て討議、書面採択のお願い 

３）第５１回ロータリー研究会ご案内及び登録 

日時：１１月１９日(土)～２２日（火） 

場所：神戸ピュアポートホテル 

★参加希望者は事務局まで  

 ４）ＳＬジャックプログラム参加申し込みのお 

   礼並びにチケット配布の案内 

１、第２グループ第２回会長幹事会議事録・会計

報告並びに第1回臨時会長幹事会（書面決

議）議事録・会計報告受信 

１、新座市国際交流協会より第４回理事会及び第 

  ３回国際交流デー実行委員会開催の案内 

日時：１０月２０日(木) １８時開始 

場所：市役所本庁舎 ５階 協議会室 

１、１０月例会の案内（朝霞・朝霞キャロット） 

  各ＲＣより拝受 

１、志木ロータリークラブよりクラブ週報拝受   

 

米山寄付金・R財団寄付金ご協力のお願い 

 １０月は米山月間。１１月はＲ財団月間です。

時節柄ご無理は申し上げられませんが会員の皆様

の善意の寄付金をお願い申し上げます。 

 米 山寄付金：１０，０００円 

 Ｒ財団寄付金：100ドル（１４，５００円） 

＊１０月の米山月間に伴いロータリー米山記念奨 

 学事業２０２２年度版豆辞典を配布しました。 

委員会報告 

 

平日の昼間ということもあり参加が厳しい状況で

はありましたが、多くの来賓をお迎えし無事執り

行われました。そして、１０月１０日（月・祝）

の体育の日には、新座こぶしロータリークラブと

の合同で「新座快適みらい都市市民まつり商工

祭」に参加を予定しておりますので重ねて参加の

程を宜しくお願い致します。 

 最後になりましたが、本日、補佐に、地区大会

の記念誌と記念品（お酒）をお持ち頂きました。

ありがとうございました。  （各会員に配布） 

今月のお祝い 

幹事報告 幹事 髙橋 遼太 

 

会員誕生月：鈴木明子・神谷稔 各会員 

夫人誕生月：増渕和夫会員夫人 

結婚記念月：石原勇介会員 

お誕生月おめでとうございます 

国際奉仕委員会     委員 鈴木 明子      

 

社会奉仕委員会     委員 小泉 哲也     



 
親睦活動委員会     委員 森 克巳      

石原勇 介会員 山崎一吉ガバナー補佐ようこそ

新座ロータリークラブにお越し頂きました。ご指

導宜しくお願い致します。 

髙橋 遼太会員 山崎一吉ガバナー補佐、本日は

宜しくお願いします。 

岡野 元昭会員 山崎ガバナー補佐ようこそ！ 

森田 輝雄会員 山崎一吉ガバナー補佐宜しくお

願いします。 

大塚 雄造会員 山崎ガバナー補佐様ようこそお

越し頂きました。本日は宜しくお願い致します。 

鈴木 明子会員 山崎ガバナー補佐ようこそ新座

クラブへお越し下さいました。本日は宜しくお願

い致します。 

神谷  稔 会員・大塚 誠一会員・宮川 勝平会員

岡本比呂志会員・増渕 和夫会員・並木  傑  会員 

神谷 浩一会員・小泉 哲也会員・森   克巳会員 

『山崎一吉ガバナー補佐ようこそ新座クラブへ！

本日はご指導宜しくお願い致します』 

スマイル報告 

 

 ２０２２－２３年度、第２５７０地区第２グループガバ

ナー補佐を拝命致しました、山崎一吉です。 

まず初めに、私の自己紹介をさせて頂きます。

私は、１９６２年１２月１７日、埼玉県朝霞市に生まれ

ました。地元の市立小学校、中学校に入学し、中

学生の時にクラブ活動としてハイキング部に所属

し、山登りを行っておりました。高校を卒業後、

専門学校に入学し、経済学や簿記の勉強を行いま

した。専門学校を卒業後、１９８４年（昭和５９年）

４月、父の経営する株式会社堀内発條製作所に入

社、製造部で金型の製作に取り組み、１９８８年

（昭和６３年）４月に同社の取締役に就任、１９９３

年（平成５年）７月に同社代表取締役に就任し、

現在に至っております。 

株式会社堀内発條製作所は、電子機器部品に使

用されるワッシャー部品の製造販売を行っており

ます。ロータリー歴は、2002年（平成１４年）７月

に朝霞ロータリークラブに入会、2011－12年度に

同クラブの会長に就任、そして本年度はＲＩ第

2570地区第２グループガバナー補佐に就任をさせ

て頂きました。ロータリー歴は今年の７月でちょ

うど２０年を迎えました。浅学菲才の身ではあり

ますが一年間、ガバナー補佐の任務を遂行してま

いりますので、何卒宜しくお願い申し上げます。 

さて、本年度のＲＩ会長テーマは「イマジン 

ロータリー」です。「昨日のことをイマジン（想

像）する人はいません。それは未来を描くことで

す。」とおっしゃっております。また、2022－23

年度地区スローガンは「地域と世界でつながる力

を磨き奉仕を実践しよう」であります。本年度、

地区が大切にしていることは、ロータリーの未来

を創造し、より良い奉仕を実践しようということ 

卓話  「地区とクラブを繋ぐ」 

 第２グループガバナー補佐  山崎 一吉   

 

「新座快適みらい都市市民まつり 商工祭」 

参加ご協力のお願い 

日時：１０月１０日（月・祝） 集合：９時 

場所：新座市役所駐車場 

催物：「キャラクター＆スーパーボールすくい」 

集合：８：３０ 社会奉仕委員会・会長・幹事般入の為     

    その他の会員は交代で行いたいと思います 

    会場準備の為   午前の部    ９：００～１２：００   

    会場の後片付け  午後の部  １２：００～１６：００ 

駐車場：陣屋小学校 

    ★☆★小雨決行★☆★ 

＊保険登録のために参加頂ける 

 方は事務局にご連絡下さい 



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 

 

さて、新座ロータリークラブは、新座市民まつ

りへの参加や心身障害者を抱えるご家族との招待

親子ボウリング大会、中学生への薬物乱用をしな

いための講演会等、素晴らしい社会奉仕活動を展

開され、心より敬意を表したいと思います。ま

た、新座市には平林寺をはじめ、市場坂キツネノ

カミソリの里や栄緑道の桜等、全国的にも有名な

観光地がありますが、更に多くの方々に周知頂く

ための活動をするのも良いのではと勝手ながら思

いました。結びに、ロータリーは、親睦と奉仕の

団体といわれておりますが、今後も益々新座ロー

タリークラブが、会員との交流を深め、より良い

奉仕活動を実践されますことをご祈念申し上げま

して、本日の卓話とさせて頂きます。ご清聴あり

がとうござました。 
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ではないかと考えております。皆さん、力を合わ

せて達成していきましょう。又、ジェニファー・

ジョーンズ会長が重要視している事柄として「多

様性、公平さ、インクルージョン（DEI）に関す

る声明」があります。少し説明をさせて頂きます

と、Diversity（多様性）：ロータリーは、あら

ゆる背景をもつ人や幅広い文化、経験、アイデン

ティティの人を歓迎します。Equity（公平さ）：

ロータリーは、クラブ会員の公平な扱いと機械の

均等を保つよう努めています。Inclusion（包摂

的）：ロータリーは、あらゆる人が歓迎されてい

ると感じ、尊重され、会員として大切にされるク

ラブの環境づくりに力を注いでいます。本年度は

ＤＥＩの考え方について、皆さんと共に深く学ん

でまいりたいと思います。 

 

「キャラクター＆スーパーボールすくい」 と 「ウクライナ復興支援義援金」 協力のお願い 


