２０２２-２３年度テーマ
｢イマジン ロータリー」
「想像してください、私たちがベスト

蓮田ロータリークラブ第５２代会長を務めさせて
頂くに当たり、一言ご挨拶させて頂きます。
を尽くせる世界を。私たちは毎朝
私は入会 8 年目で、幹事は入会４年目の栗原比呂
目覚めるとき、その世界に変化を
志さん、栗原コンビを一年間宜しくお願い申し上げ
もらせると 知っています」
ます。
私とロータリークラブのかかわりは蓮田ロータ
地区運営方針
リークラブの認証伝達式で日本国旗を持って入場行
｢創造しよう未来への調和｣
進したことから始まります。ボーイスカウトと蓮田ロータリークラブは共
-ロータリーに DEI の爽やかな風を- に奉仕団体ですが、ロータリークラブは職業人の奉仕ですが、ボーイスカ
ウトは青少年への奉仕です。又、ロータリークラブは婦人同件、又はご主
クラブ方針
人同件が基本で家族も同件します。ここはボーイスカウトと少し違いま
す。以前、４回ほど国際大会に参加しましたが、必ずＲＩ会長は家族同件
「 爽やかに 清く、
というより一族同件の感じがしました。私は会長を務めるに当たり、先輩
正しく、美しく」
の皆様が築かれて来たクラブの歴史を感じ、会員皆様と共に、行動するク
ラブを全員で作り、充実した例会が出来るように各委員会と協力して、小
さな執行部で大きな夢をかなえるクラブづくりを努めて参ります。
2022－23 年度 ＲＩ会長 ジェニファー ジョーンズ氏は、カナダ、
例会場 魚庄別館 2F
オンタリオ州出身のＲＩ会長初の女性会長に選出され「多様性・公平・イ
ンクルージョン［調和］(DEI)」を最優先としＲＩテーマを「イマジン
ロータリー［想像・思う］」に決めました。細淵ガバナーは、地区活動方
点鐘
12:30
針をＲＩテーマと同じとし、地区運営方針は「創造しよう未来への調和
ロータリーにＤＥＩの爽やかな風を」として皆様とクラブ活性化する一年
会長
栗原 均
間、平和な世界を目指して全力で活動しよう！です。
コロナ禍の中、国際政治・経済情勢が大変不安定な時節ですが、ロータ
幹事
栗原比呂志
リー活動を通じて爽やかな、気持ち良い、イマジンのあるクラブ運営をし
司会
舟山清志
て参ります。ロータリアン一人一人が主人公で、各委員会活動において活
発にＤＥＩがとれ、クラブ活性化して、蓮田ロータリークラブが爽やか
会場監督
岩崎一隆
な、気持ち良い、イマジンなクラブ作りをしていきたいと考えます。

✰斉唱

国歌「君が代」
奉仕の理想

今月の歌

浜辺の歌

✰唱和
ロータリーの目的

篠原大嗣

四つのテスト

金子淳美

✰卓話

2022-23 年度

所信・活動方針発表

【クラブ目標】
1. クラブの活性化 (各委員会で活発な意見交換)
2. 人材育成の充実 (次のリーダー)
3. 会員増強・維持 (５名(女性１名))
4. 奉仕と親睦の充実
5. ロータリー財団・米山記念奨学会への協力 (100%達成)
6. ＲＩ会長賞への挑戦
【2022－23 年度クラブ方針】
「爽やかに、清く、正しく、美しく」です。
一年間皆様と親睦と奉仕を楽しみながら務めて参りますのでよろしくお願
い致します。

2 ページ
＜国際ロータリー日本事務所＞
・２０２２年７月のロータリーレートは 1 ドル＝1３６円
＜2770 地区事務所＞
・財団室 NEWS ７月号について
＜連絡事項＞
・岩槻ロータリークラブ 例会点鐘時間が 18：０0 となりました。
・例会終了後、13：45～理事役員会を開催します。

✽ロータリー財団委員長

飯野 浩一

・本日ご寄付を頂きました。ご協力有難うございます。
（栗原均さん・土橋藤男さん・田中政司さん・飯野さん）

✽国際奉仕委員長

✽米山記念奨学・学友委員会

深江 瑞枝

・本日ご寄付を頂きました。ご協力有難うございます。
（栗原均さん・土橋藤男さん・波多野さん）

田中 靖

・地区補助金大口枠でプレゼンをした結果が地区からきましたので報告します。
タイ北部（チェンマイ県オムコイ郡）の医療過疎地で働く看護師養成として 5000 ドルの申請をした
のですが、2500 ドルの補助金と決定しました。
この補助金を使ってこれから活動に取り組んでいきたいと思います。宜しくお願いします。
✽IT・公共イメージ向上委員長

渡辺

圭

【ロータリーの友】
横組み P.6～19 IR 会長メッセージ
P.16 左下 42 歳で乳がん罹患について
P.25
第 2770 地区細淵ガバナー挨拶
P.56
RI の委員会に応募しませんか
P.58
ウクライナのロータリークラブについて
P.62
第 2 回ポリオ根絶チャリティークラシックカーラリー10/23 開催
縦組み P.18
川口／鳩ケ谷武南 RC コロナ禍を逆手にクラブを IT 化
P.24
深谷東 RC ロータリアン渋沢栄一の立志と中恕を学ぶ
【ガバナー月信】
P.１ RI 会長挨拶
P.2 国際ロータリー第 2770 地区ガバナー 細淵雅邦氏挨拶
P.7 第 7 グループガバナー補佐 小林達郎氏挨拶
皆様、ぜひご一読ください！

7 月のお祝い
会員誕生日

配偶者誕生日

栗原比呂志さん 武藤さん

伏見さん

武藤倫雄
中野政廣
伏見晴雄
濱谷景祐
黒須明子

栗原比呂志
勝沼 稔
塚本 晃
深江洋司
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☆ 幹事

栗原

比呂志

本年度 栗原会長の基、幹事をやらせていただくことになりました。
よろしくお願いいたします。
会長所信に「小さな執行部で大きな夢をかなえるクラブ作り。そして行動する
クラブを皆さんの力で作りましょう」という基本のもと、前任の小林幹事、そして
皆様にいろいろと教わりながら歩んでいきたいと思います。
先般おこなわれました地区研修会幹事部会で
① 会長の健康管理をしてください。
② ルールの順守と遅延なき遂行をしてください。
③ 黒子に徹してください。
と 3 か条の要請がありました。今日、本来ならば台風の進路にあたり、雨が予想されていましたが、良く晴れ
てくれました。本年度、事務局 安藤さんに迷惑をおかけすることが多くあるかと思います。
努力し、最後に会長の好きな「桜の花 咲く頃」を皆様合唱したく思います。

☆ 副会長

田中

政司

2022-23 年度栗原年度のクラブ方針は「爽やかに、清く、正しく、美しく」です。
「清く、正しく、美しく」は宝塚音楽学校の校訓であり、宝塚歌劇のモットーだそう
です。ロータリアンの高潔性にも通ずるところがあるようにも思います。
２年半に渡る新型コロナウイルスの影響がクラブ活動にも出ています。
例えば、各委員会活動、親睦・奉仕活動、例会出席などの低下が見受けられます。
会長所信のクラブ目標が達成できるのは、皆様一人一人のクラブ内での役割を認識し、
そして行動することに尽きると思います。
私は副会長として、栗原会長の活動方針が円滑に実行できるようしっかりとサポート
をして行きたいと思います。
そして、皆様と一緒にロータリーライフを楽しみたいと思いますのでご指導・ご協力をお願いいたします。

☆クラブ研修リーダー

田中

雪心

ジョンレノンのイマジンの歌より
【本年度 RI テーマ】 イマジンロータリー これからのロータリー
想像してください
ポリオのない世界を
想像してください
みんなが安全な飲み水がある世界を
想像してください
病気のない世界を
想像してください
全ての子供が読むことを学ぶ世界を
想像してください
やさしさ、希望、愛、平和を
ロータリー活動の原点は例会であります。ロータリーの奉仕の理念を探求する根本として会員同士が自己研鑽と親
睦を図る唯一の場として例会があります。その例会においてコロナというパンデミックによりここ２～３年は例会
の開催が困難になって来て、出席者も非常に少ないのが現実です。又、私もそうですが、会長を務めるとなんとな
く一旦ロータリー熱がさめて少しのんびり出来ればと思いがちになりますが、それはいけないと思っていてもまず
仕事を優先に考えてしまうのも現実です。今後のクラブの事を考え、次期クラブのリーダーとなるべく人達の為に
今しなければいけない事を 100％例会は出来るのか？
私が入会した当時は毎回の例会出席率は９０％以上であったかと思うのですが、今とどこが違うのか？なぜ今はで
きないのか？
本年は家庭集会やクラブフォーラムを多く開催して奉仕理念、クラブ管理、委員会活動、出席などの問題点につい
て自由に意見を述べ合う場をもうけてよりよいクラブとなりますように今後の蓮田クラブのイマジンに向けていき
たいと思っています。
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栗原

均さん

2022 年-2023 年度が始まりました。
皆様一年間宜しくお願いします。ﾆｺﾆｺ
栗原比呂志さん 栗原均会長のもと本日新年度スタート
です。素敵な 1 年になります様！
誕生祝ありがとうございます。
飯野浩一さん 栗原会長 栗原幹事 リラックスして
一年間遊んでくださいー。
岩崎一隆さん 栗原会長、栗原幹事、一年間よろしく
お願いします。
金子淳美さん 栗原会長、栗原幹事 1 年間よろしくお
願いします。本日もよろしくお願い致
します。
黒須雅行さん 栗原年度 1 年間がんばってください。宜
しくお願いします。妻への誕生祝いあり
がとうございます。
小林健男さん 本日はよろしくお願いします。
近藤敬男さん 栗原会長 栗原幹事１年間よろしくお願
い致します。
齋藤 清さん 栗原、栗原これから 1 年間の運営よろし
くお願いたします。私の会社も 7 月１日
から蓮田西口～白岡中央病院～東伸団地
までの２路線の運行が始まりました。
佐々木隆史さん 栗原均会長、栗原比呂志幹事本年度も
よろしくお願いいたします。
篠原大嗣さん 本日もよろしくお願いします。
島村 功さん 栗原年度のスタートです。栗原会長、栗
原幹事、田中副会長、田中研修リーダー
発表よろしくお願いします。
関根 浩さん 栗原均会長、今年も宜しく御願い致しま
す。
田中雪心さん 栗原均会長、栗原比呂志幹事一年度がん
ばって下さい。
田中政司さん 栗原会長、栗原幹事、１年間舵取り役を
お願いいたします。
田原春夫さん 栗原均会長、栗原比呂志幹事 1 年間宜し
くお願いします。

田中

靖さん

新年度よろしくお願い致します。栗原
会長、栗原幹事、田中副会長、田中研
修リーダー活動方針発表ありがとうご
ざいました。
土橋藤男さん 新年度栗原会長さんはじめ新役員の皆
様よろしくお願いします。
富田 穰さん Ｗ栗原丸出航！大いなる旅路期待してい
ます。本年も宜しく！です。
波多野勝治さん 栗原年度 1 年間ご苦労様です。期待
しております。
濱谷楽夢さん とーってもひさしぶりに例会場に来ら
れてうれしいです。子供達の保育園や
小学校ではまだまだコロナがまんえん
していてこわいですが、気をつけなが
ら出席します！！
深江瑞枝さん 2022-23 年度栗原均会長、栗原比呂
志幹事よろしくお願いします。主人の
誕生祝ありがとう。
伏見晴雄さん 本日より新年度 本日も宜しくお願い
致します。
舟山清志さん 栗原年度が始まりました。1 年間宜し
くお願い致します。
宮野訓夫さん よろしくお願い致します。
武藤倫雄さん 栗原年度スタートです。よろしくお願
いいたします。
森伊久磨さん 栗原丸の船出おめでとうございます。
私も出来る限りの協力を惜しみません
ので、色々とお申し付け下さい。今年
一年のロータリーライフ楽しいものと
して参りましょう！
八鍬伸一さん 昨日孫が一人増えました。母子共に健
康。感謝、感謝、感謝です。
渡辺 圭さん 蓮田ロータリークラブ新年度が始まりま
した。栗原均会長、栗原比呂志幹事、田
中政司副会長一年間よろしくお願いいた
します。

総数

出席

リアル

Zoom

欠席

本日の合計

累計

総数

４９

３０

２９

１

1６

￥68,000

￥68,000

29 名

本日の出席率

６１．２２％

例会場 魚庄別館 ２Ｆ
事務所 蓮田市西新宿１－４８－１
例会日 水曜日 12:30～13:30
ＴＥＬ 0８０-９３９６-９８１０
ＦＡＸ ０４８-７２０-８２２７
ｅ-mail hasudarc@gmail.com
http：//www. hasuda-rotaryclub.com/

目標額

会 長
会長エレクト

栗原
島村

￥1,700,000

均
功

幹 事 栗原比呂志
副会長 田中政司
副幹事 森伊久磨
IT・公共イメージ向上委員長 渡辺 圭
副委員長 金子淳美
委
員 富田 穰 一之瀬真弥
岩﨑 理 武内里佳
田中 靖

