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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」 

 

 皆様、新年明けましておめでとうございます。 

まずは半年間職務を全うする事が出来ましたのは

皆様のご指導ご支援があったからこそでございま

す。厚く御礼申し上げます。 

そして誠に残念なことでありますが、昨年末３年

半もの間、病気療養されていた、吉原良一会員が

ご逝去されました。吉原会員は１９８９年に入

会、２００５年会長を歴任され我々新座ロータ

リークラブに多大な実績を残されたことは皆様も

周知のところであります。特に親睦活動において

会員同士の和を重視され、全体のモチベーション     

会長の時間 会長 石原 勇介 

 

１、１月のロータリーレート １ドル⇒１３２円 

１、地区事務所より４件受信  

１）２０２２年決議審議会 決定報告書 

幹事報告 幹事 髙橋 遼太 

黙  祷  

吉原良一会員のご冥福を 

心よりお祈り申し上げます 

 

向上にいつも気を配るなど活動の源となる役割を

されていたと感じております。 

ご冥福をお祈りいたします。また１月２８日に予

定されておりました第２グループＩＭが新型コロ

ナ感染拡大防止のために延期となりました。開催

について決まり次第お知らせいたします。 



 

２）新年のご挨拶状 

３）会員増強・IT推進委員会からのお願い―ア 

  ンケートの結果を共有＋ご活用ください 

４）下期地区賦課金納入のお願い 

１、第２グループＩＭ延期のお知らせ 

１、第２グループ第６回会長幹事会延期の案内   

１、第２Ｇ第５回会長幹事会議事録及び会計報告 

１、ロータリーの友事務所より、友・電子版のパ 

  スワード変更のお知らせとお願い 

１、朝霞青年会議所より創立５０周年記念誌拝受 

１、新座市国際交流協会より、ホームステイ受入 

  のお願い及びＮＩＦＡだより６９号 

  期間：４月１４日（金）夕方から１７日 

      （月）朝まで（３泊４日） 

  内容：オーストラリア・シドニー男子高校生 

  謝礼：１２，０００円 

  申込：１月２０日までに事務局で電話受付       

     （048-477-1583）   

１、バギオだより９４号受信 

１、伴侶同伴クリスマス例会収支報告書 

 

今月のお祝い 

 会員誕生月：岡野元昭・春日孝博 各会員 

 夫人誕生月：大塚雄造・岡野元昭・大塚誠一・ 

          龍山利道・髙橋遼太 各会員夫人           

 結婚記念月：並木 傑・龍山利道・小泉哲也 各会員 

岡野元昭会員に花束贈呈  

「お誕生月おめでとうございます」 

 

新年会「新春の集い」のお知らせ      

    

日時：１月１９日（木）１９時～ 

場所：ベルセゾン １F「吉祥」  

 会費：会員１０，０００円                             

 

お忙しい事とは存じますがご参加下さいますよ

う宜しくお願い申し上げます。 

親睦活動委員会   委員 小泉 哲也  

委員会報告 

 

親睦活動委員会    委員 鈴木 明子      

石原 勇介会員 新年あけましておめでとうござ

います。本年度も後半に向けてご協力の程宜しく

お願い申し上げます。 

髙橋 遼太会員 明けましておめでとうございま

す。本年も宜しくお願いします。 

森田 輝雄会員 新年あけましておめでとうござ

います。 

鈴木 明子会員 新年あけましておめでとうござ

います。会長幹事の新春卓話楽しみにしています 

小泉 哲也会員 新年あけましておめでとうござ

います。本年宜しくお願い申し上げます。 

森   克巳会員 あけましておめでとうございま

す。本年も宜しくお願い申し上げます。 

宮川 勝平会員・岡野 元昭会員・増渕 和夫会員

並木   傑  会員 

『あけましておめでとうございます。会長幹事の

新春卓話楽しみにしています』 

スマイル報告 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

 

    

  

 

 

                   

   

       

 

 

  

    

                   

   

       

 

 

 

       

   

       

 

      

 

 

 

   

      

 

 

   

 

さて本日は下半期のスタートを切る例会ですの

で、本年度掲げさせていただいた方針を紐解きな

がら目標に向かって活動を再始動させて頂く機会

といたしたく思います。 

新座ロータリークラブは、１９７５年創立され

ました。本年度で４９年目を迎えております。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に対して

その重責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。 

さて本年度ＲＩ会長である ジェニファー・

ジョーンズ氏は「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。「イマジ

ン」とは和訳で想像、推察、推測など訳されてい

ます。これを照らして我々ロータリーの活動に置

き換えてみますと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

い活動してまいりました。 

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

きました。これは５年前掲げさせて頂いたテーマ 

新春卓話 会長 石原 勇介 
でありますが、ＲＩや地区のスローガンにマッチ

していると思えるからです。 

我がクラブの魅力は例会や対外活動は勿論、会員

同士の交流が世代を超えても活発に行われている

事です。会員増強の基礎は絆を繋げていく事。そ

して現在まで行われている奉仕活動を継続しつ

つ、新たに「プラスワン」の要素を付け足して、

奉仕の幅を広げる事に力を入れて実践して参りた

いと考えて行動をしてきましたが、コロナウィル

ス感染拡大の煽りを受けており思うような活動が

できておりません、特に例会開催回数が従来より

減少したままでおります。これからも皆様からた

くさんのご指導を頂きながら、より良い年度方

針・計画実行を考えたく思っておりますので何卒

よろしくお願い申し上げます。 

 

クラブ年度方針 振り返りとして 

① 会員継続と会員増強の推進（２名以上） 

新座ロータリークラブの魅力を語り、会員増 

強に繋げよう。 

※新入会員として１名の入会がありましたが会

員数の増加には至っておりませんのでより一

層の強化をしていきたいと思います 

② 例会の活性化 

  和をもって例会参加率の向上を図る。 

 ※コロナウイルス感染拡大防止との兼ね合いで

例回数を制限されている状況が続いています

が、感染が落ち着く波の谷間の時期は月の開

催回数を増やして行きたいと考えています。 

③五大奉仕活動の継続と充実 

既存の対外の奉仕活動をブラシュアップし理 

想に近づく奉仕活動を目指す。 

※下期に体外の事業が集中しているので具

体的な議論をしていきたいと思います。 

④他団体との合同事業立ち上げ 

  地区の新規事業と地域の需要を合わせて立ち

上げる 

※未だに何も進める事ができていません。

地域社会の弱者、特に子ども達やシング

ル世帯支援などに目を向けていきたいと

思います 

⑤５０周年へ向けての取り組み 



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  森 克巳 出席報告 1月のプログラム  委員長 増渕 和夫 

★夜間例会の出欠を必ずご連絡下さい   

クラブからの連絡 

出席 １０名 欠席 ７名 

出  席  率 ５８．８２％  

修正出席率 例会取消 
会員数２３名 

（免除者６名） 

Ｒ５.１.１２ １９日（木） 夜間例会 「新年会 新春の集」 

            点鐘：１９時 ベルセゾン １F 吉祥 

２６日（木） 定款による例会取消  

 ２日（木） 通常例会 「卓話」 並木 傑 新座市長 

１６日（木） 夜間例会 「会員親睦会」 

            点鐘：１９時 ベルセゾン  
 

  Ｒ財団補助金を活用して公共への寄付事業の 

  準備を行う。 

 ※こちらも議論ができていない状況下であり 

 ます。 

このように厳しい状況下ではありますが、少し

でも前を向き一歩一歩進んで行きたく思います。

下半期もよろしくお願いいたします。 

 

 明けましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願い申し上げます。 

 昨年は幹事という大役を仰せつかりましたが、

石原会長を十分支えられず、至らなぬ点が多々

あったかと思います。そんな中、皆様の温かい、

ご協力を頂き本当にありがとうございます。 

新春卓話 幹事 髙橋 遼太 

 

 昨年できなかったことを、反省し、今年は努め

ていきたいと思います。 

 さて、昨年一年を振り返ると、時代の過渡期で

あったのではないでしょうか？ 

時代を引っ張て来たリーダーが亡くなったり、有

名なスポーツ選手の引退等象徴的な出来事がたく

さんありました。 

安倍元総理 石原元都知事 稲盛和夫氏 内村航

平 羽生結弦選手等・・・ 

まさに我々は時代の変化の真っただ中にいるので

はないでしょうか？ 

 

 そんな中、我々ロータリークラブも時代の変化

にも順応していかなければというも思いを昨年強

く感じておりました。 

 新座ロータリークラブには、長く続けている、

薬物乱用防止に関する提供講座等、素晴らしい事

業がたくさんあります。 

 時代の変化に順応していくことは必要である一

方、今までの繋がりや良いものを次世代に繋げて

いくことが大事なのではないでしょうか？ 

そのような想いで、下半期も取り組んでいきたい

と思っております。 

至らない点もあるかと思いますが、どうぞよろし

くお願い申し上げます。 


