２０２２-２３年度テーマ

栗原年度２回の会長挨拶になりました。毎週挨拶を
考えるのは、歴代会長の苦労が少し判ります。火曜日
「想像してください、私たちがベスト
がいやな日にならないようにしたいと思います。
本日は第 7 グループガバナー補佐 小林達郎様と
を尽くせる世界を。私たちは毎朝
第 7 グループ幹事の中田盛夫様がいらしておりま
目覚めるとき、その世界に変化を
す。お忙しい中、ご来訪いただきありがとうございま
もらせると 知っています」
す。１年間お世話になります。
先週３つの驚きがありました。３つと言うと私が入会してのイニシアルス
地区運営方針
ピーチは１５分間で、３つの話をしたのを思い出しました。その時、時間
｢創造しよう未来への調和｣
をオーバーして、当時幹事でした田中政司さんよりタイムオーバーとシグ
-ロータリーに DEI の爽やかな風を- ナルが入り、時間管理の大切さを指導して頂きました。
先週の驚きは、安部元首相の死亡です。ニュースで皆様ご存知ですが、拳
クラブ方針
銃ではなく、手製の銃でパイプをビニールテープで巻き作った。素人が作
れる事と、平和な日本で言論の自由は大丈夫か?と驚きました。
「 爽やかに 清く、
２つ目は参議院選挙、自民党の大勝で不動票の内、投票日に自民党に入れ
正しく、美しく」
た方が多いとニュースを聞き、やはり元首相の死が影響したと思います。

｢イマジン ロータリー」

例会場

３つ目は 2016 年～2017 年度、青少年交換生、ニーバル・エヴァ
アグネータ・エリザベスさんが７月６日来日し、７月９日深江会員宅を

魚庄別館 2F

訪問し、深江ファミリーと親交を深めたとの事で、私も１０日に会いに

点鐘

12:30
均

行って来ました。金髪の素敵なレディー(少し男前)に成長していまし
た。エヴァさんは、ハニカミ屋の少し引っ込み思案な人ですが、今回の
来日は、日本語学校へ１０月下旬まで勉強しに来ました。交換学生の経

会長

栗原

幹事

栗原比呂志

験が再来日につながっていると良いと思います。エヴァさんに会えてと
ても嬉しかったです。青少年奉仕をして良かったと思います。又、交換

司会

舟山清志

生の永島萌香さんは、中央大学４年生で、８月からはヒューストンの大

ビジターの紹介
親睦活動委員長

田原 春夫

✰本日のビジター
第７G ガバナー補佐 小林達郎様
第 7G グループ幹事 中田盛夫様
✰斉唱

ばと思うのですが、留学前にコロナ感染しないようにと考えているた
め、出来る限り少人数でということとなりました。留学先から帰国した
際にコロナの状況が落ち着いているようであればぜひ皆さんの前で報告
を聞かせてもらえればと思います。本当に青少年交換をしてよかったな
と思っております。本日もよろしくお願いいたします。

奉仕の理想
浜辺の歌

✰唱和
四つのテスト
✰卓話

学へ留学と先日聞きました。これもまた、交換生の成長の跡と考えま
す。永島さんとエヴァさんは３１日初対面予定です。皆さんとも会えれ

武藤倫雄

2022-23 年度
委員長活動方針発表

・例会終了後、準備ができ次第、臨時理事役員会を開催します。
・少年野球大会閉会式 7/16 黒浜グラウンドにて行われます。
お時間ある方はぜひご参加ください。13：30 集合です。
・7/20 栗原年度第 1 回親睦ゴルフコンペが水上城 C.C で開催されます。
集合時間は 7：30 です。
・8/3 早朝移動例会が秀源寺にて行われます。例会後 8 月理事役員
会がございます。理事役員の方は宜しくお願いします。
・7/23 青少年部門セミナー（上尾市民センター）
・7/30 財団セミナー（パレスホテル）
・8/22 インターアクト年次大会（サンシティ越谷）
・2022-23 年度上期会費 振込期限 7/30 まで
・家庭集会の実施を 7 月 8 月にてお願いします。発表は 9/7
・野村会員より快気祝いを頂き、テーブルの上に配りました。
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✽親睦活動委員長

田原春夫

・7/20（水）栗原年度第 1 回ゴルフコンペを開催します。
当日受付７：４５～ それまでに受付をお願いします。
コロナ感染の急拡大を鑑み、ゴルフ後のパーティは行いません。
賞品に関しましては、後日、秋葉ゴルフ部長が 1 軒 1 軒回るとのことです。

第７グループガバナー補佐
小林 達郎 様
本年度、第７グループガバナー補佐を務めさせて頂きます
幸手中央ロータリークラブ所属の小林達郎です。
本日は、補佐幹事の中田盛夫さんと参りました。
１年間よろしくお願いします。
蓮田 RC さんには、米山部門の委員として、米山奨学生と
以前お邪魔しました。また、米山部門では、岩崎さん、深江
さんとともに活動しましたし、ガバナー補佐幹事の時には、
黒須会長、田中幹事さんに、また、クラブ会長の時には、八鍬
ガバナー補佐、金田補佐幹事にお世話になりました。改めまして御礼申し上げます。
今年度のガバナーは、浦和 RC の細淵雅邦さんです。東京オリンピック・パラリンピック招致担当の
役員などの重責をされていました。細淵ガバナーは、2500 名のロータリアンのモチベーションの向
上、クラブの活性化の支援、そして、社会奉仕活動を通してのクラブ活性化を述べられてます。
第７グループの各クラブさんには、それぞれ素晴らしい社会奉仕活動をされておりますが、グループ
全体で社会奉仕活動をして、それをクラブ活性化の一つにしてほしいと言われています。そしてそれ
を地区大会で発表することになりました。具体的には、１０月２３日に久喜駅周辺でエンドポリオの
募金活動と懇親を深めるべく、三高サロンで懇親会を実施したいと思いますので、よろしくお願いし
ます。これから、公式訪問例会、地区大会、インターシティーミーティングなど、様々な事業ありま
すので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

第７グループ幹事

中田

盛夫

様

みなさんこんにちは。本年度第 7 グループのガバナー補佐幹事を努めます
中田でございます。私も蓮田ロータリークラブにたくさんの知り合いがいま
して、今日も楽しみにおじゃまさせていただきました。今年は変化・イマジ
ンがテーマとなっておりますので、またこのグループ活動も同じように変化
をもたらすことができるような活動ができるといいなと思っております。
1 年間どうぞよろしくお願いいたします。

☆ 会場監督

岩崎一隆

本年度会場監督を仰せつかりました岩﨑です。会場監督については何となくイメージはありましたが、はっきりしません
でしたので、ロータリー百科事典で調べてみました。「例会をはじめすべての会議（国際大会、国際協議会、地区大会、地
区協議会など）が楽しく、秩序正しく運営されるよう、つねに心を配り、気品と風紀を守り、会合がその使命を発揮できる
ように設営・監督する責任を有する人」と記載されていました。Sergent は軍曹、Arms は腕、武器です。きっと鬼軍曹が
鉄拳制裁をしているようなイメージだと思います。会員の皆さんは立派な大人で会場監督が活躍するようなことは余りない
と思います。
年度計画書に記載させて頂きましたが５つのお願いをしたいと思います。
1． 例会中は私語、席の移動を慎んでください。
2． ロータリーバッチの着装をお願いします。
3． 例会場は禁煙です。
4． 例会中は携帯電話の電源を切るか、マナーモードにして下さい。
5． 会員相互の親睦を図るために定期的に席替えを行います。
特に出席・会場委員会さんとは連絡を密にして行きたいと思います。
１年間よろしくお願いします。
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☆ クラブ運営管理部門委員

島村 功

「今年度、クラブ管理運営部門の委員長を務めさせて頂き
ます 島村です。充実した例会が運営できるよう出席・会
場委員会、親睦委員会、プログラム委員会、IT・公共イメー
ジ向上委員会と連携を密にして活動していきたいと思いま
す。皆様のご協力よろしくお願い致します。

☆ 親睦活動委員会

田原

春夫

1． 親睦活動に関する企画・立案
多くの会員の皆さんが参加したいと思うようなイベン
トが出来ればと考えております。
２．会員・家族の交流促進
移動例会やクリスマスパーティー・親睦旅行など友好
の度合いを深めることを目的とした家族も参加出来る
イベントを計画いたいと思います。また、栗原会長は
タカラジェンヌの知り合いが沢山いらっしゃると思い
ますので皆さん楽しみにして下さい。
３．元気で明るい例会を目指す
例会が一番の親睦を深めると言います。仕事中の例会
参加と思いますが、少しでも早く来ることでフリーの
時間が出来ますので是非早めに来て普段話しをしてな
い方と交流をして頂けたらと思います。
４．最後にようやく減ってきたと思われたコロナ（BA5）
がまた急激に増えてきました。企画した予定の変更、
または中止となる事も有るかもしれませんが、１年間
宜しくお願い致します。

☆ プログラム委員会

島村

功

「会員の皆様から、例会に出席してよかった！」といっ
てもらえるようなプログラム内容の充実を計って行きたい
と考えています。そのため、会員皆様からのアイデアも積
極的に募っていますのでよろしくお願い致します。

☆ IT・公共イメージ向上委員会

渡辺

☆ 出席会場委員会

舟山

清志

この度、出席・会場委員長を仰せつかりました舟山清志です。
出席・会場委員会の活動方針は、ロ－タリ－活動の基本の一つ
は例会の出席です。会場監督(S・A・A）、クラブ管理部門委
員長の下、親睦活動委員会、プログラム委員会、IT・公共イメ
－ジ委員会と協力し、会員同士の会話を大切にして、毎回出席
が楽しみになる例会にしていきたいと思います。
具体的には、
１.出席率の向上
2.例会前に会員が親睦を図れる工夫
3.欠席が続く会員への出席要請
4.オンライン・ハイブリッド例会の充実
プログラム委員会と IT・公共イメ－ジ委員会と協力して例
会の充実を図ります。
5.活性化はかるために、月替わりに受付担当と司会担当してい
きます。
受付担当予定表（出席報告/スマイル報告）
7月

佐々木隆史

8月

篠原大嗣

9月

山田慎太郎

10 月

伏見晴雄

11 月

濱谷楽夢

12 月

中村和彦

1月

土橋克美

2月

関根

浩

3月

星野正男

4月

加藤

5月

野村

均

6月

飯野浩一

始

司会担当予定表
7月

舟山清志

8月

森伊久磨

9月

川田金造

10 月

飯野浩一

11 月

野村

12 月

加藤 始

1月

星野正男

2月

中村和彦

3月

関根 浩

4月

濱谷楽夢

5月

伏見晴雄

6月

佐々木隆史

均

※担当者同士で担当月を変更しても可です。

圭

今年度 IT・公共イメージ向上委員長を仰せつかりました渡辺です。1 年間よろしくお願いいたします。
2022-23 年度国際ロータリー、2770 地区、蓮田ロータリークラブ栗原均会長の方針に多様性、創造、爽やかに、清く、
正しく、美しくなどが掲げられました。特に新たに地区へ「IT 委員会」が設置され、ロータリーも例会や連絡などに IT 化が大
きく求められます。当クラブは連絡にメール、広報にホームページ・Facebook、例会に Zoom を導入し、広報と連動した IT
を進めておりますが、更に広報に於いて周知や情報交換の促進を図れるよう努めます。
【重点目標】オンライン例会の双方向対話機会充実・ロータリーの友・ガバナー月信への寄稿、行政・マスメディアへの情報提
供。蓮田クラブの活動、魅力をどんどん外部発信していきたいと思いますので、皆様のご協力の程よろしくお願いいたします。

☆ 会員増強維持委員会

黒須

雅行

栗原年度、会員増強維持委員会の委員長を仰せつかりま
した黒須です。委員会メンバーは副委員長 武藤さん、
委員には桐田さん、秋葉さん、小林さんの 5 名です。
栗原年度クラブ目標に会員増強維持（5 名増強、1 名女性）
を掲げています。
増強は該当年度の会長・幹事のクラブに対する情熱の現れ
であり、その行動が結果に結びつくと信じています。
委員会としては１年間サポートに徹していきたいと思いま
す。
会員の皆様からの入会情報の協力を宜しくお願いします。

☆ 奉仕プロジェクト部門委員長

野村

☆ 会員選考職業分類委員会 森 伊久磨
本年度会員選考職業分類委員長を拝命しました森伊久磨で
す。副委員長は齋藤清さんです。本委員会は、会員に推薦さ
れた入会候補者の適性を調査して、その結果を理事会に諮問
すること、入会候補者の職業がクラブ規定違反に無いよう管
理することを目的とします。クラブ規定違反とは「本クラブ
既定の中に善良さ、高潔さ、リーダーシップを身をもって示
し、事業、専門職務、および／または地域社会でよい評判を
受けており、地域社会および／または 世界において奉仕する
意欲のある成人によって構成する」とあります。この資格要
件に当てはまるのかしっかりと見極めていきたいと思いま
す。

均

栗原年度で奉仕プロジェクト部門を委員長の野村と副委員長の近藤憲明さんで円滑に行いたいと思います。
まだコロナ終息には時間がかかりそうなので職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕部門の各委員長と話し合い出来る事を
工夫しながら「奉仕の実践」を体感できる場所づくりをしていきます。一年間宜しくお願いします。
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☆ 社会奉仕委員長

金子

淳美

今年度の社会奉仕委員会の活動は栗原会長の意向に沿った今まで取り組んできた社会奉仕活動のスリム化による継続をして
いきたいと思います。まだまだコロナ禍ですが、出来る範囲で会員、地域の皆様と共に奉仕活動を実現出来たらと思います。
それによりロータリークラブの認知度アップに貢献できればと思います。未熟な委員長ですが、野村部門委員長、社会奉仕委
員、そして会員皆様のご指導、ご協力のもと活動して参りたいと思います。
・12/18 市民講座 ・1/22 清掃活動 ・市内行事・少年サッカー、野球大会協力
ご協力よろしくお願いいたします。栗原年度で奉仕プロジェクト部門を委員長の野村と副委員長の近藤憲明さんで円滑に行いた
いと思います。まだコロナ終息には時間がかかりそうなので職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕部門の各委員長と話し
合い出来る事を工夫しながら「奉仕の実践」を体感できる場所づくりをしていきます。一年間宜しくお願いします。

☆ 国際奉仕委員長

田中

靖

「国際奉仕委員会、委員長を拝命いたしました田中靖です。ロータリー入会以来、初めての委員長経験となり、分からないこと
ばかりで緊張しています。前年度からの申請、プレゼンテーションを経て地区補助金大口枠を獲得できました。いよいよ人を育
てるプロジェクトが始まります。また、今なお続く新型コロナ禍での姉妹クラブ交流として、LINE グループでのコミュニケー
ションに加え、オンライン例会の検討、実践を行います。そして、地区補助金大口枠プロジェクトを足掛かりに、グローバル補
助金を利用したプロジェクトの研究も目指します。
国際奉仕委員会の皆様、蓮田ロータリークラブの皆様、1 年間、ご協力を宜しくお願いいたします。

☆ 青少年奉仕委員長

齋藤

清和

本年度の青少年奉仕委員会 委員長を務めます齋藤清和です。1 年間よろしくお願いいたします。
青少年奉仕委員会は「インターアクト委員会」「ローターアクト・RYLA 委員会」と二つの小委員会から成り立っています。イ
ンターアクト委員会は 13～18 歳の若い学生を中心に地域への積極的なかかわりが持てるよう橋渡しをし、またその中で奉仕
の精神の大切さや楽しさを学べるようバックアップしております。また、ローターアクト・RYLA 委員会では 18 歳以上のすべ
ての若い成人を中心に奉仕の精神を学ぶ場の提供だけでなく、自らを見つめ成長でき、地域や職場等で活躍できる人材育成を目
指しております。当委員会ではこの二つの小委員会の交流を図りながら円滑に事業が行えるよう協力体制を整えたいと思いま
す。また、地区行事への参加も積極的に行っていきたいと考えております。
インターアクト・ローターアクトに関して、なかなか集まって奉仕活動する機会が非常に減ってきているため、モチベーション
を維持することが難しい状況になってきております。そのあたりを特に注意しながらやっていきたいと思います。
インターアクト委員長 白さん、ローターアクト・ライラ委員長 加藤さんにやっていただいておりますので、３人で力を合わ
せ、連携しながら活動をしていきたいと思っております。

☆ ロータリー財団委員長

飯野

浩一

ロータリー財団委員長を仰せつかった飯野です。齋藤清副委員長と勝沼さん、十川さん、八鍬さん、岩崎一隆さんの総勢 6
名です。
本年度は、財団寄附の目標達成のための、協力要請が中心となります。
また、ロータリー財団を通じた地区補助金を活用した事業への参画、ロータリー財団のグローバル補助金の研究と情報収集等を
行ってまいります。
私たち一人一人の小さな貢献が、世界の平和に寄与しているのは間違いないと思います。
皆さんのご協力の程、よろしくお願い致します。

☆ 米山記念奨学・学友委員長

山岸

茂夫

本年度、当クラブは受け入れ奨学生はおりませんが米山事業に対する理解を少しでも深められればと思います。
副委員長には委員長を何度もされカウンセラーも経験されている深江さん、委員には土橋さん、近藤敬男さん、中野さんと経験
豊かな先輩方がいますので、いろいろとアドバイスを頂きながら一緒に学んで行きたいと思います。
【活動方針及び今年度目標】
１．奨学事業の理解促進
２．寄付 100％目標
３．寄付者率の 100％目標

☆ 会計

八鍬

伸一

今年度、昨年引き続き会計委員長を仰せつかりました。副委員長は田中政司さんです。
会計の目標は「適正な予算の実行に尽きる」の一言です。一般会計、ニコニコ会計、その他特別会計まで含めたところで適正な
執行を望みたいと思います。会計だけで適正なのかという判断は難しいため、会長をはじめ皆様のご協力をえながら進めて行き
たいと思います。

5 ページ

小林達郎ガバナー補佐 一年間よろしくお願いします。
栗原 均さん 第 7 グループ小林ガバナー補佐、中田補
佐幹事 蓮田クラブ訪問して頂きありが
とうございます。ﾆｺﾆｺ
栗原比呂志さん 第 7 グループガバナー補佐小林さん、
補佐幹事中田さん ようこそ蓮田クラ
ブへ。各委員会委員長の皆さま本日は
票よろしくお願いいたします
飯野浩一さん 小林ガバナー補佐、中田ガバナー補佐幹
事 本日はありがとうございます。一年
間よろしくお願い致します。
岩崎一隆さん 第 7 グループ小林ガバナー補佐、中田
ガバナー補佐幹事 ようこそ蓮田クラ
ブへ。
金子淳美さん 本日もよろしくお願い致します。
黒須雅行さん ガバナー補佐小林さん、補佐幹事中田さ
んようこそ蓮田へ。一年間宜しくお願い
します。
齋藤清和さん よろしくお願いします。
齋藤 清さん いつもお世話になります。
佐々木隆史さん 本日もよろしくお願いいたします。
島村 功さん 第 7 グループガバナー補佐小林様、ガバ
ナー補佐幹事中田様、一年間よろしくお
願いします。
田中政司さん 小林 G 補佐、中田 7G 幹事ようこそ蓮田
RC へ。各委員長よろしくお願いします。

田中

靖さん お世話になります。小林ガバナー補佐、
中田ガバナー補佐幹事、本日はお越し頂き
ありがとうございました。
田原春夫さん 第 7G ガバナー補佐小林達郎様、第 7G
ガバナー補佐幹事中田盛夫様ようこそ。
土橋藤男さん 小林様、中田様、本日はごくろう様です。
富田 穰さん 小林 G 補佐、中田 G 幹事ようこそ！
一年間宜しくお願いします。
野村 均さん 小林ガバナー補佐、中田補佐幹事ようこ
そ。会からお見舞いありがとうございま
した。
舟山清志さん 第 7 グループガバナー補佐小林様、ガ
バナー補佐幹事中田様、蓮田クラブへ
ようこそおこし下さいました。
武藤倫雄さん 委員長の皆さま、発表よろしくお願い
いたします。
森伊久磨さん 第 7G ガバナー補佐小林様、第 7G ガ
バナー補佐幹事中田様 ようこそ蓮田
RC へ。
八鍬伸一さん 小林ガバナー補佐、中田補佐幹事、今日
はごくろう様です。１年間よろしくお願
い致します。
山岸茂夫さん 本年もよろしくお願いします。
渡辺 圭さん 栗原年度が始まっていきなり、とても濃
い１週間でした。体調に気を付けて頑張
りましょう。
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