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Chairman's Message
2022-23 年度　RI会長あいさつ

　私たちは皆、さまざまな道を
歩んでロータリーの一員となり
ました。父親がロータリアン
だったから入会した人もいます。
例会に出席するようにと雇用主
に頼まれて入会した人もいます。
アメリカ最高裁判所が下した性
別理由による入会拒否は違法と
いう判決によって入会できるよ
うになったから入会した人もい
ます。それでも、全員に共通す
る入会理由が一つあります。招
請されたから、です。
　私たちの想像力を解き放ち、
あらゆる可能性を広げてくれる
招待状。私たち一人一人が、誰
かを招請することができるので
す。
　地域社会全体を見渡し、将来
のリーダーを見つけるのだと想
像すると、感動を覚えずにはい
られません。人は、自分と同じ
ような人を誘おうと思ってしま
いがちです。なぜなら一見、共
通点などまるでないように見え
る人が私たちと価値観を共有し

ていて、同じように才能を発揮
することができるのだと気付く
のには特別な才覚が必要ですか
ら。
　しかし、ロータリーは組織全
体の「多様性、公平さ、インク
ルージョン（DEI）」を推進する
ために、今こそ次の一歩を踏み
出すべきです。
　皆が自分もロータリーの一員
であると感じられるような体験
を大切にするのは、単に会員層
を多様化すればよいという話で
はありません。例会やイベント
を、本音で話し合えるオープン
な場にし、会員たちが「自分は
歓迎されている」と感じられて、
居心地のよい場所にしなくては
ならないのです。そのためには、
入会の障壁を取り除き、インク
ルージョンのために扉を開かな
くてはなりません。私たちの価
値観は今後もロータリーの強み
であり続けます。加えて、卓越
性が求められるロータリーでは、
会員の高い基準を維持する必要
があります。
　私たち全員がロータリー全体
で DEI を推進することを心に
誓っていると私は信じています。
このことはロータリーの最も深
い伝統に根差しており、これか
ら数十年にわたって、ロータ
リーが活気にあふれた重要な団
体であり続ける未来を保証して

くれるものです。
　数年前、国際ロータリー理事
会は2023年までに女性会員の
割合を30％にするという意欲
的な目標を設定しました。もう
あと１年を切りましたが、この
目標を達成し、超えることがで
きると私は信じています。
　ロータリーはあらゆる大陸、
文化、信条から指導者を擁立す
るべきです。若い世代や考え方
が若い人に、これまで以上に大
きな役割と責任を担ってもらう
べきです。そして、長年活動し
てきた会員と同等に、新会員の
声にも熱心に耳を傾け、敬意を
払うべきです。
　ヒューストン国際大会では、
アポロ16号の宇宙飛行士から
宇宙探査の話を聞きました。
1960年代にアメリカ合衆国の
ケネディ大統領が「実現が容易
だからではなく、困難なことだ
からこそ、月面探査も挑むのだ」
と宣言し、夢を見ようと世界に
呼びかけたことに思いをはせま
した。
　ロータリーがDEI に全面的に
コミットし、意欲的な会員目標
を達成することは、当時の月面
着陸ほど難しいことだと思われ
るかもしれません。しかし、行
動人が大きな目標に取り組むと
き、全力で目標を実行すること
を私は知っているのです。

国際ロータリー第2570地区
2022-23年度　RI会長

ジェニファー E.ジョーンズ

全ては招請する
　　　ことから始まる

Governor's Message

１．「適応と改革を推進」
革新的なクラブまたは活動分野に基づくクラブ新設や変化をしましょう。
「クラブとロータリーでの体験に満足してもらえるように、会員が積極的に参加できるようにしましょう」

２．「デジタル化の促進」
ロータリー活動が止まることないようハイブリッドを導入しましょう。
「ロータリー活動が止まることないようにしましょう」

３．「国際ロータリーで推進しロータリー財団で達成を目指す」
地区補助金・グローバル補助金を活用し地域や世界とつながりましょう。
「地域や世界を変える行動人であることを意識しよう」

４．「DEI ( 多様性・公平さ・インクルージョン )を推進」
さまざまな障壁を取り除きましょう。（インクルージョンは会員増強のカギ）
「全てを受け入れる体制を強化しよう」

５．「行動規範の徹底」
陰口・悪口・誹謗中傷などのハラスメントをなくしましょう。
ロータリアンの行動規範とDEIの行動規範があります。特にロータリアンの行動規範第４項・５項を注視。
奉仕の理念（理想）「思いやる気持ちを持ち人のために尽くす」を考え、ハラスメントのない地区を目指しま
しょう。

地区協調事項

2022-23 年度　ガバナーあいさつ

　会員の皆様におかれましては、
今日までの永きにわたり、「奉
仕の理想」のもと国際交流や青
少年育成など奉仕活動を通して
地域の「質」を高めていただい
ており、各クラブ歴代会長をは
じめ会員の皆様方のご尽力に、
心から敬意を表するとともに深
く感謝を申し上げます。
　今年度の国際ロータリーテー
マ　「イマジンロータリー」

今年度国際ロータリー会長であ
るジェニファー・ジョーンズ氏。
カナダのオンタリオ州にありま
すウィンザーローズランド R C
の会員でございます。
　「過去は想像できません。未
来を想像してください」と申し
ております。
　国際協議会に参加し、国際
ロータリーの年次目標達成に向
けて地区スローガンを「地域と
世界でつながる力を磨き奉仕を
実践しよう」といたしました。
　一人一人が、いかに明るい未
来を想像し奉仕をすることかと
思います。
　ジェニファー・ジョーンズ会
長は、公式行事で服装を整える

際、テーマジャケットではなく、
これらの色（一つでも、三つす
べてでも可能）を使うよう
2022-23年度ガバナーに要請し
ています。「多様性、公平さ、
インクルージョンを強調してい
くにあたり、私たち一人ひとり
が着るもので自分を表現しなが
ら、つながりを持てるようにし
たかった」とジョーンズ氏は説
明します。
　親睦はロータリーの雰囲気の
中でますます深まる。ロータ
リーでは形式や気取りを去り、
身分や地位に関係なく対等の立
場で交わるからである。（ポー
ル･ハリス）
　１年間宜しくお願い致します。

国際ロータリー第2570地区
2022-23年度　ガバナー

村田 貴紀
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2022-23 年度　あいさつ

　いよいよ村田新年度のス
タートです。RI会長のジェニ

ファー・ジョーンズの2022-2023年度テーマ「イマジン
　ロータリー」のもと、大いにクラブの５年後、10年
後、さらにより将来に向かって、私たちの「ROTARY
　CLUB」への想いをイマジンしてみましょう。若い
フレシュな力でワクワクするようなロータリー活動
にチャレンジしましょう。今や大きな社会課題の女
性パワーにも大いに期待しましょう。村田ガバナー
の指導のもと、2570地区を一歩でも前に!!

ガバナーエレクト
髙丹 秀篤

村田ガバナー年度の
船出を祝って

　第一グループのガバナー補
佐を務めさせて頂くこととな
りました。どうぞよろしくお
願いいたします。村田ガバ

ナーは2022-2023年度地区スローガンを「地域と世
界でつながる力を磨き、奉仕を実践しよう」と掲げ
られました。そのスローガンのもと、ガバナー補佐
としてグループ内11クラブのお役に立てるよう、
一生懸命、務めさせて頂きたいと思っております
ので、どうかご指導とご鞭撻を賜りますようよろ
しくお願い申し上げます。

ガバナー補佐
田村　 宏

第 1グループ

　皆さん、こんにちは。第2グ
ループガバナー補佐を拝命し

ました、山崎一吉と申します。所属クラブは朝霞
ロータリークラブです。第2570地区がより明るく、
豊かな社会を築いていけるよう、微力ながら任務
を果たして参る所存です。よろしくお願い申し上
げます。

ガバナー補佐
山崎 一吉

　この度、第３グループガバ
ナー補佐として拝命されまし
た日高ロータリークラブの白
井威です。若輩で経験も限ら

れていますが、グループ内各クラブのロータリー
活動と村田ガバナーの地区運営にお役に立てるよ
う精一杯努力してまいります。
　混沌とした世の中ですが、ロータリーがもっと
良い方向へ進むことをイマジンして、各クラブの
会員皆様が楽しく充実した1年だったと思えるよ
うに活動していきたいと思います。
　どうぞ、１年間宜しくお願い申し上げます。

日高 RC

ガバナー補佐

川越西 RC

朝霞 RC

深谷 RC

白井　 威

第 3グループ

　2022-23年度村田貴紀ガバ
ナーは、地区テーマ「地域と世

界でつながる力を磨き奉仕を実践しよう」テーマ
に沿って第４グループのテーマは「奉仕と親睦」と
させて頂き、奉仕と親睦を掘り下げてみたいと思
います。

ガバナー補佐
金井 福則

　この度第５グループガバ
ナー補佐という大役を拝命し
ました羽生RCの新井裕喜（ア

ライヒロキ）と申します。
　若輩かつ浅学非才でありますが村田ガバナーを
支え各クラブと地区の橋渡し役を務めていきたい
と心しています。１年間皆様のご協力を宜しくお
願い致します。

羽生 RC

ガバナー補佐
本庄 RC 新井 裕喜

第 2グループ

第 5グループ第 4グループ

SLOGAN・GOALSスローガン・目標

ロータリーの使命
ロータリーの使命は、

職業人と地域のリーダーのネットワークを通じて、
人びとに奉仕し、高潔さを奨励し、

世界理解、親善、平和を推進することです。

優先事項１
「より大きなインパクトをもたらす」の目標

１．ポリオを根絶し、ロータリーの役割を強調
する。

２．２025 年までに恒久基金を 20 億 2500 万ドル
とし、年次基金とポリオプラスヘの寄付を
増やす。

３．特にロータリーの七つの重点分野において、
新たなパートナーシップを築き、同分野で
成果を上げているクラブ、地区、国際プロ
グラムおよびプロジェクトにスポットライ
トを当てる。

優先事項２
「参加者の基盤を広げる」の目標

１．影響力を持った人びと、目的に基づき行動
する人びと、世界を変える行動人としての
ロータリーの国際的な立場を向上させる。

２．新しく革新的なクラプや参加を促す経路を
新設し、発展させる。

優先事項３
「参加者の積極的なかかわりを促す」の目標

１．個人的成長、リーダーシップ開発、奉仕、ネッ
トワークづくりの機会を通じ、ロータリーの
中核的価値観を支える会員の参加促進ツール
を向上させる。

２．特にロータリー、ローターアクト、インター
アクトクラブのすべての参加者の連携を強め
る。

優先事項４
「適応力を高める」の目標

１．バーチャルでのつながりの活用を支援・推
奨し、対面式の会合、研修、ファンドレイ
ジング、奉仕プロジェクトを最適化する。

２．ロータリーファミリーのすべてのリーダー
シップレベルで多様性、公平さ、インクルー
ジョンが実現できるよう取り組みを強化す
る。

３．ロータリーの奉仕提供およびボランティア
リーダーシップの構成を見直し、効果を高め、
責務および説明責任の所在をより明確にす
る。

ロータリーのビジョン声明
私たちは、世界で、地域社会で、そして自分自身の
中で、持続可能な良い変化を生むために、人びとが
手を取り合って行動する世界を目指しています。
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委員長紹介

　ロータリーの目的は親睦・奉
仕・自己研鑽、そして世界理解、
親善、平和を推進することです。
ロータリーは 116年続いていま
す。とても良い事をしておりま

す。今こそ、ロータリー運動が必要と思います。皆様と
ご一緒に学び、楽しくて・ためになる、充実した 1年
にしたいと思います。私は村田年度、ＲＩ第 2570地区
の「存続」、「発展」に寄与したいと思います。

細井　保雄

地区研修リーダー 公共イメージ委員会副委員長

行田さくら RC

ロータリー財団統轄委員会
　委員長

　今年度、ロータリー財団統轄
委員会委員長を仰せつかりまし
た。
　ロータリー財団委員会の主な

活動としてポリオデー・地区補助金事業・補助金奨学事
業の 3つがあります。
　1年間どうぞよろしくおねがい致します。

江崎　浩史
新所沢RC

　今年度、公共イメージ委員会で
は、各地域でのロータリークラブの
存在の周知を図ることを目的とし、
ロータリーのイメージアップに繋
がるよう努めたいと考えています。

　前年度から引き継いでいるメンバーも多い中、わずかな
がらの知識と経験を活かし会員増強への足がかりとなれる
ようロータリアンらしく姿勢を崩さず、公共イメージ委員
会として精一杯尽力したいと思います。
　どうぞ宜しくお願い致します。

須田　礼子
本庄RC

奉仕プロジェクト統轄委員会
　委員長

　2022-23 年度奉仕プロジェク

ト委員会は職業奉仕委員会、社

会奉仕委員会、国際奉仕委員会、

こども家庭委員会の４つの委員会で構成し、各クラブの

奉仕プロジェクト事業を情報提供・事例紹介等を通じて

ご支援させて頂きます。

五十幡　和彦
行田さくら RC

　2022-23 年度の会員増強・IT
推進委員長をさせていただく宮
本です。
　委員長は初めてですが、昨年
度 RLI で若手の会員の方にもお会

いし、ロータリークラブをみんなで楽しみながら継続し
ていく重要性を実感したところです。
　出来れば、各クラブの御自慢の会員増強方策などを共
有して行ければと思っていますので、よろしくお願い致
します。

宮本　伸子

会員増強・IT 推進委員会委員長

行田さくら RC

　青少年交換プログラムは、コ

ロナ禍により２年間の休止が余

儀なくされました。2022 年度７

月より交換が可能となり、パンデミック後初の交換実施

年度となります。台湾との５名の学生の交換の安全と青

少年育成をサポートしてまいります。

高橋　貴子

青少年プロジェクト統轄委員会
　青少年交換委員会委員長

行田さくら RC

　今年度、地域社会奉仕委員会

では、委員会活動、委員会セミ

ナー等を通じて 2570 地区内、

各クラブの社会奉仕事業の今後の発展と継続に繋がるよ

う委員会メンバーと共に取り組んでまいりたりと思いま

す。

齊藤　大祐
鶴ヶ島RC

奉仕プロジェクト統轄委員会
　社会奉仕委員会地域社会奉仕委員会委員長

奉仕プロジェクト統轄委員会
　国際奉仕委員会委員長

　昨年に引き続き、当委員会を

担当いたします。長いコロナ禍

のトンネルからなかなか抜け出

せない状況下から、今までとは違った形でのクラブ支援

を模索し行動していきたいと考えております。よろしく

お願いいたします。

田島　博夫
行田さくら RC

奉仕プロジェクト統轄委員会
　社会奉仕委員会ブライダル担当委員長

　社会奉仕ブライダル委員長を
拝命した東松山むさし RC 鈴木で
す。事業の一環として、未婚の
男女の出会いの場を作り事業を

活性化致します。本年度は、10月 30日開催予定のカッ
プリングパーティに向けて社会奉仕委員会、全体で取り
組んで参ります。

鈴木　幹枝
東松山むさし RC

奉仕プロジェクト統轄委員会
　社会奉仕委員会統轄委員長

　地区社会奉仕委員会は、地区

内クラブの社会奉仕事業を支援

することを第一に、献眼登録の

推進、婚活支援事業を行っていきます。役に立つセミナー

を開催することで、地区内の社会奉仕事業が活発になる

ことを願っています。

戸髙　健司
新座こぶし RC

　この飽食の時代の日本で、児

童・生徒の7人に1人が貧困家庭。

そして世帯収入と学力は相関し、

この貧困が連鎖する格差社会。弱き人を助けることは、

強く生まれた者の責務、“noblesse oblige”です。

山口　和範

奉仕プロジェクト統轄委員会
　こども家庭委員会委員長

東松山 RC

　ロータリー米山記念奨学委員
会は日本のロータリーの父、米
山梅吉翁の名前が入っている委
員会です。
　2022 年度は東京 RC が「米山

基金」の構想を発表してから 70 周年の記念の年になり
ます。
　村田ガバナー年度の奨学生は継続 6 名、新規 10 名、
合計 16名です。
　今年度も奨学生共々よろしくお願いいたします。

熊谷南 RC

ロータリー米山記念奨学統轄
　委員会委員長

渡邊　藤男
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ロータリー米山記念奨学統轄委員会
　推進委員会委員長

　推進委員長に就任いたしまし
た東美栄です。私の父はアメリ
カ統治下の沖縄から医師を志し
て「留学生」として日本に参り
ました。さまざまな差別、偏見

を受けながら経済的にも苦労いたしました。夢が叶い開
業医となった父は「学びたいがお金がない」という人た
ちへの金銭的援助を惜しみませんでした。そんな父を見
て育った私がロータリアンとなり、こうして留学生支援
のお役目をいただけました事に心より感謝申し上げます。

東　　美栄
狭山中央 RC

ロータリー財団統轄委員会
　補助金委員会委員長

　地区補助金を始めとする各種
補助金申請の支援・管理・推進
が主な仕事となります。
　ロータリアンの寄付で成り立

つこの資金がどのように活用され地域・世界に貢献でき
ているか？
　研修を通じて深い理解と多くのクラブの参加申請を促
進していきます。

荒木　和之
朝霞RC

　本年度の奨学生は 16名ですが、

再びコロナの感染が猛烈な勢い

で増加してきていますので、先

ずはその予防と奨学生の安全を配慮して計画を実行して

いきたいと思います。そして活動を通じてロータリーへ

の理解を深めてもらう一年にしていきたい。

田久保　眞理子

ロータリー米山記念奨学統轄委員会
　学友委員会委員長

熊谷 RC

ロータリー財団統轄委員会
　資金推進・管理委員会委員長

　資金推進・管理委員会では二
委員会の仕事が有ります。
　推進委員会は会員の皆様に寄
付をお願いしています。寄付は

ポリオ撲滅と3年後の国際活動資金、グロ－バル補助金、
地区補助金に使用出来ます。管理委員会は各クラブの補
助金の使用に関しての実施内容と会計を監査致します。
各クラブのご協力をお願いします。

細淵　克則
入間RC

ロータリー財団統轄委員会
　ポリオプラス委員会委員長

　全世界からポリオウィルス を

根絶させ ることを目標に掲げ、

次世代を担う子どもたちが安心

して生活ができる世界を築いていきたいと思うばかりで

す。 皆様からの心ある寄付のお願いと、ご協力をお願い

いたします。

中嶋　理恵子
羽生RC

　今年度は２年振りにグローバ
ル補助金奨学候補生２名地区補
助金奨学候補生１名を選出して
おります。

　学友会の方々と協力しあいながら未来ある若者が夢に
むかい飛び立つお手伝いを行いたいと思います。
　皆様のご理解とご支援をよろしくお願いいたします。

鳥居　由美子
所沢RC

ロータリー財団統轄委員会
　奨学学友・平和フェロー委員会委員長

当日の模様

　「副ガバナーって、何をするのです
か？」ある会員から問われました。
　国際ロータリー細則によると「ガバ
ナーが一時的あるいは恒久的にガバ
ナーとしての任務を遂行できなくなっ
た場合に、ガバナーの後任となること

である。」とされている。
　従って、先ずは「ガバナーが『任務の遂行』を出来無
くなるような状況を作り出さない事が、副ガバナーの任
務」と考えています。是々非々で前向きに応援しましょう。
　皆様のご協力をお願いします。

鈴木 秀憲 吹上RC

修・協議会費の一人当た
りの金額を訂正。若干の
修正はありましたがそ
の場で承認となったと
記憶しております。予算
書をよく見ますと、ガバ
ナー月信発行費が例年
より大幅に減額になっ
ていますのは、その分を各委員会
の活動費に充てているためです。
　次は、各委員長の活動方針・活
動計画の発表。どの委員長も自信
をもって力強く発表され、各委員
会がどんな活動をしていくのか
期待が持てる発表に、地区の活気
を感じました。細井研修リーダー
の講評と次年度ホストクラブの
挨拶で次第に則ったプログラム
が終了。
　開催にあたり、ホストクラブの

川越中央RC様、当日運営に携わっ
てくださった方々に心からの御
礼を申し上げます。地区研修・協
議会を経て、地区予算書、組織図、
委員会活動方針・活動計画がすべ
て承認された会合となりました。
（記述主観 当日）
　
地区代表幹事
清水　洋子

　５月７日、ウェスタ川越におい
て地区研修・協議会が、コロナ禍
故、会場での参加者を制限し、オ
ンラインも取り入れたハイブ
リット形式にて開催されました。
　2022‐23年度地区研修リーダー 
細井保雄PDGのご挨拶からのご
講演。村田貴紀DGEからジェニ
ファー・ジョーンズRI会長が掲げ
た「IMAGINE ROTARY」を基に、
私たちが向かう方向性をお示し
下さいました。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」。今までの地
区の現状を鑑み、村田年度ではハ
ラスメントに対応していく心構
えのことにも言及。
　続いては、提案事項。地区予算
（案）につきましては、エレクト活
動費を例年通りに戻し、地区研

District training and assembly

地区研修・協議会

副ガバナー

　各クラブとガバナーの活動を、
円滑に運営できるよう地区幹事の
皆様と力合わせて参ります。
　またガバナーが目指す地区運営・
組織作りができるよう、ガバナー

とガバナー補佐、補佐とクラブ・地区委員会の連携
を強調し、且つガバナーが直接判断する場面では、
的確な情報を共有出来るようにいたします。
　一年間どうぞよろしくお願い申し上げます。

清水 洋子

地区代表幹事

2570Passport

　今年度、地区幹事をやらせてい
ただきます日向秀一と申します。
　今年度のテーマはイマジンロー
タリーなので地区をより良いロー

タリーになるよう想像しながら１年間努めてまいり
ますので皆さまご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い
申し上げます。

日向 秀一
　この度、地区幹事という重責を
担うことになり、大変に身の引き
締まる思いでおります。お引き受
けしたからには大変なことであっ

ても、楽しんでやれるよう、精いっぱい努めてまい
る所存でございますので、皆様どうぞ宜しくお願い
申し上げます。

村田 明美

地区幹事 地区幹事

2570Passport2570Passport
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ロータリー米山記念奨学統轄委員会
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川越 R.C.
　７月19日（火曜日）、村田貴紀ガバナー、田村
宏ガバナー補佐、清水洋子地区代表幹事、日向
秀一副幹事、村田明美副幹事をお迎えして、川
越ロータリークラブの公式訪問例会が執り行わ
れました。
　例会に先立ち、会長・幹事との懇談会が行わ
れたのち、入会３年未満の会員27名との懇談会
では、村田ガバナーからグローバル補助金を活
用した国際奉仕活動についてお話を頂きました。
各会員からは入会動機を交えて自己紹介をし、
和やかな懇談会となりました。
　例会においては、村田ガバナーより、RI会長
テーマの説明、本年度の地区目標、地区強調事
項について卓話を頂きました。
　クラブ協議会では、「５部門各委員会事業計画」
「川越RCの戦略計画」「クラブと地区の未来」に
ついて７会員より発表を致しました。
　最後に村田ガバナーより総評を頂き、2022-23
年度の川越RCと地区のスタートとなる有意義な
ガバナー公式訪問例会となりました。

　７月25日（月）村田貴紀2570地区ガバナー、第一
グループ田村宏ガバナー補佐、日向秀一地区幹事を
お迎えして、公式訪問例会を開催致しました。
　例会に先立ち、会長、幹事、入会３年未満会員の
出席に依り、懇談会が開催され、村田ガバナーから
「ロータリーとは」のお話を頂きました。例会は、
村田ガバナーの卓話を頂き、RIジェニファー・ジョー
ンズ会長の「イマジンロータリー」及び、ロゴマー
クの意等と、重要性多岐に亘り紹介頂きました。
地区スローガン「地域と世界でつながる力を磨き、奉仕を実践し
よう」等について解説頂き、理解を深めました。短い時間でしたが、
クラブ協議会を開催し、各委員長さんの発表があり、村田ガバナー
よりそれぞれにコメントを頂きました。
　クラブの５年、10年先を見据え増強し、魅力あるクラブ作りを
目指し、明るい未来を「イマジン」し、会員一同精進する事の重
要性を改めて感じる公式訪問例会でした。

7.19火 深谷・岡部・深谷東・深谷ノース R.C.合同会長 石井 成人
幹事 野溝　守

会場／川越プリンスホテル

会場／埼玉グランドホテル深谷

会場／ラ・ボア・ラクテ

川越中央 R.C.7.25月
会長 澤田　修 幹事 福島 静雄

　令和４年７月26日（火）に、場所：埼玉
グランドホテル深谷にて、2022-2023年
４Ｃ合同ガバナー公式訪問例会（深谷・
岡部・深谷東・深谷ノース）が開催さ
れました。コロナ感染急増の中、70名
を超す参加となりました。開催するに
あたり感染防止対策として３密を防ぐ
こと等、会食においては黙食の徹底を
呼び掛け行われました。開始前、ホテ
ルに村田貴紀ガバナー到着の際には入
口にてお出迎えし、会長、幹事、３年
未満会員と写真撮影後、例会開始前の
懇談会が開催されました。村田貴紀ガ
バナー、金井福則ガバナー補佐、清水
洋子地区代表幹事、日向秀一地区幹事
と入会３年未満の会員（深谷ＲＣ２名、
深谷東ＲＣ５名）が村田ガバナーを中
心に意見交換を行いました。新会員か
らロータリークラブに入会してからの
感想があり、共通していたのは幅広い
年齢層の経営者との交流は大変貴重な
もので、今後も親睦を含めて学びの姿
勢で積極的に参加していきたいという
意見でした。最後に、村田ガバナーか
らロータリークラブは、たくさんの委
員会があるので、自分に合った活動を
見つけ、奉仕活動に関わることでより

7.26火
会長 小内 睦夫

深谷
幹事 寺田 恭典

会長 内田 勝一
岡部

幹事 三木 正行
会長 長岡 秋佳

深谷東
幹事 廣橋 宣光

会長 高田 幸生深谷
ノース 幹事 川田 隆作

楽しく充実した時間を送るようにとア
ドバイスを頂きました。約30分という
時間でしたが、一同充実した時間とな
りました。その後、ガバナー公式訪問
例会では、深谷RC小内睦夫会長の点鐘
を皮切りに、４Cの会長の年度方針を
含めた会長の時間を発表され、村田ガ
バナーより国際ロータリーの年度方針
を卓話にて、DEI（多様性・公平さ・
インクルージョン）タスクフォースに
ついて、わかりやすく親切な話を頂き

ました。今年度は親睦とは楽しむこと。
そして多様性を受け入れ、創造する力
を養い、未来へ続くよう個々の成長を
目指すこと。と、受け取ることが出来
た時間となりました。各クラブの特色
を生かしつつ親睦は成長へと繋がる最
大の機会の創出と思います。今年度は、
2570地区全体、そして各クラブの活動
を通じて良いスタートが切れると感じ
た、素晴らしい例会となったことをこ
こでご報告させて頂きます。最後に、
このような素晴らしい例会の裏側では、
会員による、たくさんの支えと協力の
もと開催できることを実感しました。
４Cクラブはもちろんですが、皆様の
各クラブの益々の発展をご祈念して報
告と致します。

ガバナー
公式訪問
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では、村田ガバナーからグローバル補助金を活
用した国際奉仕活動についてお話を頂きました。
各会員からは入会動機を交えて自己紹介をし、
和やかな懇談会となりました。
　例会においては、村田ガバナーより、RI会長
テーマの説明、本年度の地区目標、地区強調事
項について卓話を頂きました。
　クラブ協議会では、「５部門各委員会事業計画」
「川越RCの戦略計画」「クラブと地区の未来」に
ついて７会員より発表を致しました。
　最後に村田ガバナーより総評を頂き、2022-23
年度の川越RCと地区のスタートとなる有意義な
ガバナー公式訪問例会となりました。

　７月25日（月）村田貴紀2570地区ガバナー、第一
グループ田村宏ガバナー補佐、日向秀一地区幹事を
お迎えして、公式訪問例会を開催致しました。
　例会に先立ち、会長、幹事、入会３年未満会員の
出席に依り、懇談会が開催され、村田ガバナーから
「ロータリーとは」のお話を頂きました。例会は、
村田ガバナーの卓話を頂き、RIジェニファー・ジョー
ンズ会長の「イマジンロータリー」及び、ロゴマー
クの意等と、重要性多岐に亘り紹介頂きました。
地区スローガン「地域と世界でつながる力を磨き、奉仕を実践し
よう」等について解説頂き、理解を深めました。短い時間でしたが、
クラブ協議会を開催し、各委員長さんの発表があり、村田ガバナー
よりそれぞれにコメントを頂きました。
　クラブの５年、10年先を見据え増強し、魅力あるクラブ作りを
目指し、明るい未来を「イマジン」し、会員一同精進する事の重
要性を改めて感じる公式訪問例会でした。

7.19火 深谷・岡部・深谷東・深谷ノース R.C.合同会長 石井 成人
幹事 野溝　守

会場／川越プリンスホテル

会場／埼玉グランドホテル深谷

会場／ラ・ボア・ラクテ

川越中央 R.C.7.25月
会長 澤田　修 幹事 福島 静雄

　令和４年７月26日（火）に、場所：埼玉
グランドホテル深谷にて、2022-2023年
４Ｃ合同ガバナー公式訪問例会（深谷・
岡部・深谷東・深谷ノース）が開催さ
れました。コロナ感染急増の中、70名
を超す参加となりました。開催するに
あたり感染防止対策として３密を防ぐ
こと等、会食においては黙食の徹底を
呼び掛け行われました。開始前、ホテ
ルに村田貴紀ガバナー到着の際には入
口にてお出迎えし、会長、幹事、３年
未満会員と写真撮影後、例会開始前の
懇談会が開催されました。村田貴紀ガ
バナー、金井福則ガバナー補佐、清水
洋子地区代表幹事、日向秀一地区幹事
と入会３年未満の会員（深谷ＲＣ２名、
深谷東ＲＣ５名）が村田ガバナーを中
心に意見交換を行いました。新会員か
らロータリークラブに入会してからの
感想があり、共通していたのは幅広い
年齢層の経営者との交流は大変貴重な
もので、今後も親睦を含めて学びの姿
勢で積極的に参加していきたいという
意見でした。最後に、村田ガバナーか
らロータリークラブは、たくさんの委
員会があるので、自分に合った活動を
見つけ、奉仕活動に関わることでより

7.26火
会長 小内 睦夫

深谷
幹事 寺田 恭典

会長 内田 勝一
岡部

幹事 三木 正行
会長 長岡 秋佳

深谷東
幹事 廣橋 宣光

会長 高田 幸生深谷
ノース 幹事 川田 隆作

楽しく充実した時間を送るようにとア
ドバイスを頂きました。約30分という
時間でしたが、一同充実した時間とな
りました。その後、ガバナー公式訪問
例会では、深谷RC小内睦夫会長の点鐘
を皮切りに、４Cの会長の年度方針を
含めた会長の時間を発表され、村田ガ
バナーより国際ロータリーの年度方針
を卓話にて、DEI（多様性・公平さ・
インクルージョン）タスクフォースに
ついて、わかりやすく親切な話を頂き

ました。今年度は親睦とは楽しむこと。
そして多様性を受け入れ、創造する力
を養い、未来へ続くよう個々の成長を
目指すこと。と、受け取ることが出来
た時間となりました。各クラブの特色
を生かしつつ親睦は成長へと繋がる最
大の機会の創出と思います。今年度は、
2570地区全体、そして各クラブの活動
を通じて良いスタートが切れると感じ
た、素晴らしい例会となったことをこ
こでご報告させて頂きます。最後に、
このような素晴らしい例会の裏側では、
会員による、たくさんの支えと協力の
もと開催できることを実感しました。
４Cクラブはもちろんですが、皆様の
各クラブの益々の発展をご祈念して報
告と致します。

ガバナー
公式訪問
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寄居・川本 R.C.合同

　７月27日水曜日、猛暑日の中、寄居ロータリークラブの
例会場においてガバナー公式訪問が、執り行われました。
訪問いただいたのは、村田貴紀ガバナー、金井福則ガバナー
補佐、日向秀一地区幹事の３名。
　この公式訪問は寄居クラブと川本クラブの合同例会での
公式訪問。例会に先立って寄居クラブ７名・川本ク
ラブ１名の合計８名の入会３年未満の会員と村田ガ
バナーとで懇談会。村田ガバナーは寄居クラブの新
人７名の数に驚いておられましたが、その日は残念
ながら２名の欠席があったため、本来なら９名。例
会の出席率も約９割という寄居クラブに感心されて
いたので、喜びを感じました。
　懇談会では、ロータリークラブでの楽しみ方を話
していただき、東京クラブでのメーキャップの話や、
海外のクラブでもメーキャップで参加できる話など、
全員が興味を持って聞き入り、新人や我々にとって
も希望を抱かずにはいられないとても楽しい時間で
した。
　会話を楽しみたかったのですが、コロナの感染を

7.27火

行田 R.C.7.28木
会長 岡田 則之 幹事 坂田 幸彦

新狭山 R.C.8.1月
会長 田中　聡 幹事 田口 勇男

ガバナー公式訪問

注意しての徹底した默食での昼食を終えた後、例会の点鐘。
やはり感染予防のため例会場のドアは開け放しており、エ
アコンが効かない例会場。その中で村田ガバナーは会場の
暑さにも負けない熱気をもってロータリーのことを語り尽
くす。「出席なくして親睦なし、親睦なくして奉仕なし、
奉仕なくして感動なし」斎藤直美さんの言葉とのことです
が、滅茶苦茶心に響きました。
　熱気のこもった卓話の後、全員で記念撮影。撮影終了後
も名残惜しんでしばし談笑。皆で東京クラブとかにメー
キャップに行くのも楽しそうだねと語る会員達。猛暑日で
の公式訪問は熱い熱風を寄居・川本クラブに吹き込んで、
めでたく終了。今日の日がクラブの発展を促す機会となる
ことを願って止まない。村田ガバナー御一行様、本当にお
世話になりました。

　７月28日（木）、村田貴紀2570地区ガバナー、第一グループ新井裕喜ガバナー
補佐、日向秀一地区幹事をお迎えして、公式訪問例会を開催致しました。
　例会に先駆けて、村田ガバナーと会長・幹事等を踏まえて懇談会が開催されま
した。例会は、村田ガバナーの卓話を頂き、RIジェニファー・ジョーンズ会長の「イ
マジンロータリー」について。。。（卓話より一部抜粋）「過去は想像できません。
未来を想像してくださいと申しております。」国際協議会にて研修を受け、国際
ロータリーの年次目標達成に向けて地区スローガンを「地域と世界でつながる力

を磨き奉仕を実践しよう」。また、ロゴマーク
の意（卓話より一部抜粋）このロゴには、各所
に深い意味が込められています。例えば、先住
民の文化で「円」は互いにつながっていること
を意味しており、７つの点は「人」をあらわす
と同時に、ロータリーの七つの重点分野を表し
ています。丸と点を一緒にすると、航路を示す星、
つまり私たちの道しるべになります。その下の
太い線は、いわゆる「掘り出し棒」で、力仕事
をするときに使うものです。行動を起こす人た
ちであるロータリー会員にとって、物事を成し
遂げるための道具を表しています。以上のよう
に重要性多岐に亘り紹介頂きました。
　会員一同、イマジンする事の重要性を改めて
感じる公式訪問例会でした。

　８月１日（月）新狭山ホテルに於いて村田貴紀 ガバナー、
白井威 第３グループガバナー補佐、清水洋子 地区代表幹事
の３名をお迎えし、新狭山ロータリークラブのガバナー公式
訪問例会が行われました。
　例会に先立ち、入会３年未満のガバナー懇談会では、３年
未満会員２名の入会した経緯、入会から現在までの活動状況、
ロータリーについての思いを傾聴いただき、村田ガバナーの
経験談も交えて、ロータリーライフについてご指導や励まし
の言葉をいただきました。30分間の短い時間でしたが、和や
かな雰囲気の懇談会になりました。
　続いて、例会のガバナー卓話では、ジェニファー・ジョー
ンズ RI 会長のテーマ「イマジンロータリー」について丁寧に
ご説明いただき、ロゴに秘められた意味やその思いを熱く
語っていただきました。また、村田ガバナーの地区スローガ
ンである「地域と世界でつながる力を磨き奉仕を実践しよ

会場／ホテルシティプラザ寄居

会場／ホテルガーデンパレス

志木 R.C.8.3水
も「新しい風を吹かせ、より良いロータリークラブづ
くりの出発点を予感させられる、希望溢れる面談でし
た。」という感想が聞かれました。
　今回の面談は、活動のフィールドが異なる村田ガ
バナーと小林会長のマクロ的な視点（地区全体）とミ
クロ的な視点（クラブ単位）からの意見がうまく噛み
合った時間でした。特に両者が思う、今後のロータ
リーに求められる「社会変化への意識」、「会員増強と
その手法の再考」、「多様性への理解」への変化の認識は共通しており、ロー
タリーという組織自体をいかに変化させていくべきかという点では地区・ク
ラブが共に抱える検討事項・課題点が明確になったように感じました。
　定刻11時には司会の三上副会長による発声を皮切りに、小林会長による
点鐘で例会がスタートいたしました。
次にSAAの榎本会員がソングリーダーとして登壇し「君が代」・「奉仕の理想」
の黙唱、続けて「四つのテスト」を唱和しました。
　会長挨拶では、村田ガバナーの問いかけである「想像して下さい。クラブ
の５年後、10年後もしくは15年後…、クラブ会員は増えていますか？時代に
即した魅力あるクラブになっているでしょうか？」を受けて考えられた会長
テーマ「新たな一歩」に込められた今年度の取り組みの柱である「親睦と増
強」について下記の３つの具体的な行動についてお話をさせて頂き、希望あ
る未来に向けて、より楽しく活気あふれるクラブづくりという目標を示しま
した。
①十杯のお茶より一杯の酒のたとえ話から老・壮・青の世代を超えた繋が
り強化のための「炉辺活動」の活発化
②賛助会員のような制度づくりにより賛助会員から正会員への道筋構築
③会員同士の相互理解の充実のための例会時の「会員フリースピーチ」の
実践
　その後、吉原幹事による幹事報告を行い、宮田親睦委員長による会員誕
生祝い、内田出席向上委員長の出席報告、古田副SAAによるスマイルの発表、
と通常例会を行いました。
　その後、ガバナー卓話の時間となりました。
　卓話終了後には参加者全員での集合写真撮影を行い、まだ始まったばか
りの新しい年度を充実した年にしていこうというやる気に満ちた表情があふ
れる中、ガバナー公式訪問が終了となりました。

　2022年８月３日(水 )予定通り「国際ロータリー第2570地区　村田貴紀ガ
バナー」の志木ロータリークラブでの公式訪問が開催されました。
場所は、コロナ禍により月間２回定例開催で利用している移動例会場である、
志木駅南口から徒歩３分にある結婚式場ベルセゾンです。
　まずは例会開始前の午前10時20分から、小林会長、三上副会長、吉原幹事、
そして入会２年10ヶ月を経過した大村会員との懇談会を１Fのレストランボ
ヌールにて開催いたしました。
　当日は気温が朝から30℃を超え、最高で37℃にも達する厳しい猛暑でし
たので、到着直後にはガバナーをはじめ地区幹事、第２グループガバナー
補佐も大量の汗をかかれていらっしゃる中で懇談会がスタートしました。
　挨拶に続いて、志木ロータリークラブの若手ホープであり、今年度会員増
強の委員長でもある大村会員の紹介があり、ガバナーからは現在の全国的
に見たロータリー会員の減少という厳しい現状において、更に魅力あるロー
タリークラブにしていくためのヒントをお聞かせ頂きました。大村会員から

会場／新狭山ホテル

会長 津久井 大雄
幹事 松本 則之

寄居
会長 飯塚　昇
幹事 松葉 利男

川本

う！」とは、一人一人がいかに明るい未来を想像し奉仕をす
ることであると、今年度方針についてお話しいただきました。
当クラブ会員も大いに触発された様子で、ロータリー活動に
対する思いを新たに致しました。
　村田ガバナーからは、当クラブの36年にわたる活動の中か
らR財団補助金プログラム、IACとの合同奉仕、ソウル新羅
RCとの国際交流など、多岐にわたる活動についてお褒めの言
葉をいただきました。公式訪問に先立って開催したクラブ協
議会での問題点（会員の減少・高齢化）について、貴重なご
意見をいただ
きました。
　大変有意義
なガバナー公
式訪問となり
ました。村田
ガバナーのご
指導に感謝申
し上げます。

会長 小林 八郎
幹事 吉原　正

会場／ベルセゾン
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寄居・川本 R.C.合同

　７月27日水曜日、猛暑日の中、寄居ロータリークラブの
例会場においてガバナー公式訪問が、執り行われました。
訪問いただいたのは、村田貴紀ガバナー、金井福則ガバナー
補佐、日向秀一地区幹事の３名。
　この公式訪問は寄居クラブと川本クラブの合同例会での
公式訪問。例会に先立って寄居クラブ７名・川本ク
ラブ１名の合計８名の入会３年未満の会員と村田ガ
バナーとで懇談会。村田ガバナーは寄居クラブの新
人７名の数に驚いておられましたが、その日は残念
ながら２名の欠席があったため、本来なら９名。例
会の出席率も約９割という寄居クラブに感心されて
いたので、喜びを感じました。
　懇談会では、ロータリークラブでの楽しみ方を話
していただき、東京クラブでのメーキャップの話や、
海外のクラブでもメーキャップで参加できる話など、
全員が興味を持って聞き入り、新人や我々にとって
も希望を抱かずにはいられないとても楽しい時間で
した。
　会話を楽しみたかったのですが、コロナの感染を

7.27火

行田 R.C.7.28木
会長 岡田 則之 幹事 坂田 幸彦

新狭山 R.C.8.1月
会長 田中　聡 幹事 田口 勇男

ガバナー公式訪問

注意しての徹底した默食での昼食を終えた後、例会の点鐘。
やはり感染予防のため例会場のドアは開け放しており、エ
アコンが効かない例会場。その中で村田ガバナーは会場の
暑さにも負けない熱気をもってロータリーのことを語り尽
くす。「出席なくして親睦なし、親睦なくして奉仕なし、
奉仕なくして感動なし」斎藤直美さんの言葉とのことです
が、滅茶苦茶心に響きました。
　熱気のこもった卓話の後、全員で記念撮影。撮影終了後
も名残惜しんでしばし談笑。皆で東京クラブとかにメー
キャップに行くのも楽しそうだねと語る会員達。猛暑日で
の公式訪問は熱い熱風を寄居・川本クラブに吹き込んで、
めでたく終了。今日の日がクラブの発展を促す機会となる
ことを願って止まない。村田ガバナー御一行様、本当にお
世話になりました。

　７月28日（木）、村田貴紀2570地区ガバナー、第一グループ新井裕喜ガバナー
補佐、日向秀一地区幹事をお迎えして、公式訪問例会を開催致しました。
　例会に先駆けて、村田ガバナーと会長・幹事等を踏まえて懇談会が開催されま
した。例会は、村田ガバナーの卓話を頂き、RIジェニファー・ジョーンズ会長の「イ
マジンロータリー」について。。。（卓話より一部抜粋）「過去は想像できません。
未来を想像してくださいと申しております。」国際協議会にて研修を受け、国際
ロータリーの年次目標達成に向けて地区スローガンを「地域と世界でつながる力

を磨き奉仕を実践しよう」。また、ロゴマーク
の意（卓話より一部抜粋）このロゴには、各所
に深い意味が込められています。例えば、先住
民の文化で「円」は互いにつながっていること
を意味しており、７つの点は「人」をあらわす
と同時に、ロータリーの七つの重点分野を表し
ています。丸と点を一緒にすると、航路を示す星、
つまり私たちの道しるべになります。その下の
太い線は、いわゆる「掘り出し棒」で、力仕事
をするときに使うものです。行動を起こす人た
ちであるロータリー会員にとって、物事を成し
遂げるための道具を表しています。以上のよう
に重要性多岐に亘り紹介頂きました。
　会員一同、イマジンする事の重要性を改めて
感じる公式訪問例会でした。

　８月１日（月）新狭山ホテルに於いて村田貴紀 ガバナー、
白井威 第３グループガバナー補佐、清水洋子 地区代表幹事
の３名をお迎えし、新狭山ロータリークラブのガバナー公式
訪問例会が行われました。
　例会に先立ち、入会３年未満のガバナー懇談会では、３年
未満会員２名の入会した経緯、入会から現在までの活動状況、
ロータリーについての思いを傾聴いただき、村田ガバナーの
経験談も交えて、ロータリーライフについてご指導や励まし
の言葉をいただきました。30分間の短い時間でしたが、和や
かな雰囲気の懇談会になりました。
　続いて、例会のガバナー卓話では、ジェニファー・ジョー
ンズ RI 会長のテーマ「イマジンロータリー」について丁寧に
ご説明いただき、ロゴに秘められた意味やその思いを熱く
語っていただきました。また、村田ガバナーの地区スローガ
ンである「地域と世界でつながる力を磨き奉仕を実践しよ

会場／ホテルシティプラザ寄居

会場／ホテルガーデンパレス

志木 R.C.8.3水
も「新しい風を吹かせ、より良いロータリークラブづ
くりの出発点を予感させられる、希望溢れる面談でし
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　今回の面談は、活動のフィールドが異なる村田ガ
バナーと小林会長のマクロ的な視点（地区全体）とミ
クロ的な視点（クラブ単位）からの意見がうまく噛み
合った時間でした。特に両者が思う、今後のロータ
リーに求められる「社会変化への意識」、「会員増強と
その手法の再考」、「多様性への理解」への変化の認識は共通しており、ロー
タリーという組織自体をいかに変化させていくべきかという点では地区・ク
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　卓話終了後には参加者全員での集合写真撮影を行い、まだ始まったばか
りの新しい年度を充実した年にしていこうというやる気に満ちた表情があふ
れる中、ガバナー公式訪問が終了となりました。
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会場／新狭山ホテル

会長 津久井 大雄
幹事 松本 則之

寄居
会長 飯塚　昇
幹事 松葉 利男

川本

う！」とは、一人一人がいかに明るい未来を想像し奉仕をす
ることであると、今年度方針についてお話しいただきました。
当クラブ会員も大いに触発された様子で、ロータリー活動に
対する思いを新たに致しました。
　村田ガバナーからは、当クラブの36年にわたる活動の中か
らR財団補助金プログラム、IACとの合同奉仕、ソウル新羅
RCとの国際交流など、多岐にわたる活動についてお褒めの言
葉をいただきました。公式訪問に先立って開催したクラブ協
議会での問題点（会員の減少・高齢化）について、貴重なご
意見をいただ
きました。
　大変有意義
なガバナー公
式訪問となり
ました。村田
ガバナーのご
指導に感謝申
し上げます。

会長 小林 八郎
幹事 吉原　正

会場／ベルセゾン
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入間南 R.C.8.9火 幹事 齋藤 良徳

ガバナー公式訪問

　８月９日（火）、村田ガバナー、白
井ガバナー補佐をお迎えしてガバ
ナー公式訪問例会が開催されました。
例会に先立ち、ガバナーと会長、幹事、
入会３年未満の会員との懇談会を行
いました。村田ガバナーからはロー
タリークラブあり方や会員増強の方
法などについての貴重なアドバイス
を頂きました。例会の卓話ではジェ
ニファー・ジョーンズRI会長のテー
マやRIの方針等について解りやすく
お伝えいただきました。また、事前
にクラブ協議会で抽出しました当ク
ラブの方向性についても触れていた
だき、今後の活動の励みになるもの
でした。村田ガバナーの「親睦なく
して奉仕なし」のお言葉を胸に本年
度も会員一同楽しく活動してまいり
ます。

　８月24日（水）『ガバナー公式訪問』例
会が、当例会場である坂戸グランドホテル
WINにて開催された。
　例会前に村田ガバナー、田村ガバナー補
佐、日向委員長同席のもと、吉田会長、梅
澤幹事と約40分に渡り懇談会が行われた。
　例会ではまず、今年度のRI会長のジェニ
ファージョーンズ氏の国際ロータリーの
テーマである「イマジンロータリー」の解
釈や、国際ロータリーの使命、また、ポー
ルハリスの言葉や、自分自身の地区Ｒ財団
で培った経験を話され、さらに、ロータリー
への入会の動機、多様性、公平さ、インク
ルージョンに触れ、「輝かしい未来を創造」
すると言う目的は、ロータリーは達成でき
ると語られた。

坂戸さつき R.C.8.24水

会場／広百貨店入間店入間店　さくらそうホール

　８月４日、村田ガバナー、白井ガバナー補佐、日向地区幹事をお迎
えして入間ロータリークラブ、ガバナー公式訪問例会が開催されました。
　例会に先立ち、入間ロータリー美術館が行われ、晝間ロータリー美
術館長の進行で会員の皆様からの貴重な展示品の説明を行いました。
　展示品としては、江戸時代初期の総重量50㎏の甲冑セット（鑑定書
付）、細淵会員の鈴鹿ロードレース大会競技ユニホームと装備品、昔
の時代を思わせる貴重な手拭い、絵画、1976年当時のＦ１グランプリ
―の資料、ビートルーズ「イマジン」のレコード盤や貴重なギター等の
出品内容の説明が進みました。
　村田ガバナーと皆様からは、初めてのロータリー美術館の展示品に
感動を頂き良い貴重な思い出になりました。とのお言葉を頂きました。
　続いて、３年未満の会員との懇談会に入り、村田ガバナーより入会
当時の心境について聞かれ、入会して良かったとの３名の会員より入
会当時の具体的な話がありました。
　又、話の中で、新入会員の予定者が数人います。女性の会員候補も
2 人いますので例会やゴルフに誘っています。入会にこぎつけるよう
に努力します。との話に村田ガバナーも和やかな雰囲気の中で懇談を
楽しまれました。
　例会に入り、村田ガバナーの卓話を頂き、ロータリーの基本は「親
睦と奉仕、国際ロータリーとロータリー財団とは車の両輪」であります。
そして、会員増強について、1996年がロータリーメンバーが129,568名
で最高でした。現在2022年は83,592名です。是非会員増強、特に女性

会員の増強をお願いします。との卓話を頂き、出席会員全員が貴重な
お話しを拝聴いたしました。
　そして、最後に村田ガバナーより2570地区スローガンである「地域
と世界でつながる力を磨き奉仕を実践しよう」を熱く語り、公式訪問
例会を終えられました。

会場／坂戸グランドホテル　ＷＩＮ

　国際ロータリー第2570地区ガバナー村田貴紀氏
を迎え公式訪問例会を開催しました。
当日は、村田ガバナーの他、清水地区代表幹事、金
井ガバナー補佐の同行を頂きました。
　まず、11：30より入会３年未満の会員と村田ガバ
ナーとの懇談会を開催。当日は７名の入会３年未満
の会員が集まりました。それぞれ自己紹介の後、村
田ガバナーから挨拶を頂きました。その後意見交換
になりますと、それぞれから「村田ガバナーのロー
タリーに対する思い」「ロータリーに入って印象に
残ったこと」「ロータリーの経験の中で素敵だと思っ
たこと」「世界における日本のロータリーについて」
等活発な質問がガバナーに寄せられ、一つ一つに丁
寧に答えて頂きました。30分の予定時間があっとい
う間に経ちました。その後、集合写真を撮り、例会
会場で五州園様の美味しい食事をS・A・Aの合図でと
りました。和やかな時間が過ぎた後、佐藤賀則会長
の点鐘で例会が始まりました。会長の時間、米山奨
学生への奨学金の授与の後、改めて村田ガバナーの
卓話です。本年度ＲＩジェニファー・ジョーンズ会
長の思いを丁寧に伝えてくださいました。いよいよ
2022-2023年度がスタートしたのだな、と改めて感
じることの出来た例会となりました。
　村田ガバナー、訪問ありがとうございました！

本庄 R.C.8.4木
会場／五州園

会長 佐藤 賀則
幹事 真下 敏明

入間 R.C.8.4木
会場／西山荘

会長 豊田 義継
幹事 木下　登

会長 齊藤 定利

会長 吉田 晴一 幹事 梅澤 將明
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飯能・日高 R.C.合同8.31水

ガバナー公式訪問

　飯能・日高クラブ合同で “ホテルヘリテイジ飯能”
を会場に、村田ガバナー、日向地区幹事をお迎えして
行われました。３年未満の会員が総勢19名出席した
ガバナーとの懇談会は盛大に開催されました。
　続いてガバナー記念卓話においては、RI会長の “イ
マジンロータリー（過去は想像できません。未来を想
像しましょう）” から村田ガバナーの地区スローガン
である “地域と世界でつながる力を磨き奉仕を実践し
よう！” をテーマに熱く情熱的に会員に語りかけられ
ました。
　その後のクラブ協議会では、飯能・日高クラブより
５大奉仕部門の委員長より今年度の事業計画が発表さ
れ、その後に村田ガバナーより講評をいただきました。
３時間を超えるガバナー公式訪問でしたが、時間の経
つのを忘れるほどの有意義な時間を共有いたしました。

　村田貴紀ガバナー、田村宏ガナー補佐、日
向秀一地区幹事を迎え、生演奏で会場内は優
しく温かみのある雰囲気で例会開会。
　東松山ＲＣは５委員会委員長の発表、小川
ＲＣ会長代理は20年以上継続事業の読書感想
文優秀者表彰式について発表、東松山むさし
ＲＣ会長は戦略委員会について発表。
　村田貴紀ガバナーの卓話は、ジェニファー 
Ｅ. ジョーンズ氏は過去を想像できないとパ
ンチある言葉で始まり、会員の皆様時代に
沿ったクラブになっているか未来計画を立て
て下さい、皆様の力が必要ですと語る。
　全会員起立、エール交換。指揮者、東松山
ＲＣ笠原俊也会員。
　フレー、フレー、小川！フレー、フレー、
むさし！フレー、フレー、松山！フレー、フレー、
村田貴紀ガバナー！全員大きな拍手、閉会。

東松山・小川・東松山むさし R.C.合同9.8木

会場／ホテルヘリテイジ飯能

会長 矢島 高明
飯能

幹事 市川　昭
会長 鈴木 敏藏

日高
幹事 長谷川 悟

　村田貴紀ガバナーの卓話を拝聴する中で、ジェニ
ファーＥ・ジョーンズ会長の今年度の国際ロータリー
テーマ「イマジンロータリー」の意味について話された
事が特に印象に残りました。
　ロータリーは親睦と奉仕であり、親睦はロータリー活
動の原動力である事を認識し、単にクラブに関してのみ
に限定されず、広く世界に友情と親交の輪を広げる親睦
活動をする事が未来の目的であり、今後も実践したいと
思います。
　日本のロータリーの会員数現状について、５年後、10
年後、15年後のクラブ会員数について説明がありました
が、大変危惧するところです。クラブの戦略計画、未来
計画は会員一丸となって早急に考えるところです。
　他クラブでは新型コロナの影響で例会が開催されない
事が多い中、当クラブは順調に例会、親睦旅行等の活力
あるクラブと評価を頂き、充実した公式訪問を無事終了
出来ました事を心より御礼申し上げます。

  ８月25日（木）、坂戸グランドホテルにおいて、村
田貴紀ガバナー、田村宏ガバナー補佐、日向秀一地
区幹事をお迎えして、ガバナー公式訪問例会が開催
されました。
　新型コロナウイルス感染再拡大のため、会長、幹
事を中心に少人数で対応させていただきました。「公
式訪問に向けた協議会のテーマについて」は、事前
の例会で協議し、内容については田村ガバナー補佐
から、村田ガバナーに伝えて頂きました。
　村田ガバナーの卓話は、「コロナ禍における例会、
奉仕活動、会員の減少」などで、最後に質疑応答に
応じて下さり、短時間でしたが有意義なガバナー公
式訪問となりました。また、村田ガバナーは予定時
間より早く来て下さり、卓話前坂戸ロ－タリ－クラ
ブの会員と和やかな雰囲気で意見交換をし、村田ガ
バナーの考え方を理解できたことは大きな収穫とな
りました。

坂戸 R.C.8.25木
会場／坂戸グランドホテル

会長 栁原　誠
幹事 比留間 邦洋

狭山中央 R.C.8.26金
会長 渡邉 髙治 幹事 小林 奈保絵

会場／ガーデンホテル　紫雲閣東松山

会長 中里 協弘
東松山

幹事 中澤 義明
会長 村田 幹昌

小川
幹事 中村　悟

会長東松山
むさし 幹事 菊池 秀之

会場／レストランニックス

山下　茂
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合同セミナー
社会奉仕委員会・こども家庭委員会
合同セミナー
社会奉仕委員会・こども家庭委員会

７月23日朝、日本経済新聞一面

を見て驚いた。「子ども食堂6000カ

所超に」という記事が大きく掲載さ

れている。セミナー前日にこんな奇

跡が…私は早速パワポに追加した。

そし て翌24日（日）、今 年 度 創 設

の「こども家庭委員会」のセミナー

を開催した。社会奉仕委員会の戸髙

健司統轄委員長（新座こぶし）が高

校陸上部の先輩であったため、合同

形式で甘えさせて頂いた (^^;

当委員会のセッションは 3 部構

成で、まず基調講演として、埼玉県

少子政策課の松本翼様より「子ども

の貧困と埼玉県の『子どもの居場所』

づくりについて」と題する現状認識

のお話を頂戴した。7 人に 1 人の子

どもが（相対的）貧困状態、世帯収

入と学力・学歴の相関、貧困の連鎖

を断ち切ることが重要であり、その

ためにも自己肯定感や生きる力を養

うための場所や機会が必要なこと等、

昭和世代のロータリアンも現代の子

どもの貧困問題についての理解がか

なり深まったと思われる。

次に委員長の私から「こども家庭

委員会創設の意義」について説明し

た。「地元の恵まれない子どもに手

を差し伸べる（ハートのある奉仕を

広げる）」ことが当委員会のミッショ

ンで、子ども食堂・フードパントリー

（バンク／ドライブ）・児童養護施設・

アスポート（生活困窮家庭の子への

学習支援）等への奉仕を呼びかけた

こども家庭委員会委員長　山口 和範

と こ ろ 多 く の 反 響 が あ っ た こ と、

SDGs の 基 本 理 念（leave no one 

behind）やロータリーの重点分野・

DEI にも合致すること等を訴えた。

最後に下境将寛委員（深谷）より、

６月に実施した各クラブへのアン

ケート集計結果を発表した。これま

でに子どもの貧困問題への取り組み

を行ってきた RC は 3 割程度であっ

たが、今年度取り組みますと言って

くれた RC は６割に倍増した。

子は親を選べない。生まれた環境

で人生が決まるなど理不尽である。

「がんばればよいことがある」（松本

氏）と、多くの恵まれない子どもた

ちに教えてあげたい。去る７月24日、嵐山町の国立女

性教育会館講堂において、社会奉仕

委員会とこども家庭委員会の合同セ

ミナーを開催しました。村田貴紀ガ

バナー、髙丹秀篤ガバナーエレクト、

そして基調講演をいただいた坂本元

彦パストガバナーにご出席いただき、

地区内ロータリアン約80名が参加

しました。私からは社会奉仕委員会

のセクションについて報告させてい

ただきます。

地区社会奉仕委員会の使命は、地

区内クラブの社会奉仕事業が活性化

するためのサポート活動であり、本

セミナーは新年度が始まり、新会長

の本年度の社会奉仕委員長に、ロー

タリーの社会奉仕についての理解を

深めていただき、地区内各クラブの

社会奉仕事業に役立つ情報を提供さ

せていただくものです。

基調講演では、坂本元彦パストガ

バナーより「ロータリーと社会奉仕」

をテーマにポール・ハリスのロータ

リー創設時の逸話から超我の奉仕や

「最も奉仕するもの最も報われる」

を基本としたロータリーの奉仕につ

いての根本的な考え方、そしてロー

タリーの社会奉仕についてお話しい

ただきました。

次に、地域社会奉仕委員会の齊藤

大祐委員長から、各クラブへお願い

したアンケートの集計結果の報告を

させていただきました。昨年度はコ

ロナ禍のために社会奉仕活動自体が

非常に困難な状況に置かれていたに

もかかわらず、多くのクラブより熱

心なアンケートの返信をいただき、

社会奉仕員会統轄委員長　戸髙 健司

改めて御礼申し上げます。具体的に

は当日資料をご覧いただきたいので

すが、積極的に事業を行い変化にも

対応しているクラブがある一方で、

コロナ禍もあり、あまり活動できて

いないクラブも多くあるというのが

実態のようです。

各クラブの社会奉仕活動への取り

組み事例として、小川ロータリーク

ラブ、村田幹晶会長から「読書感想

文優秀者表彰式」、富士見ロータリー

クラブ、桑原福治幹事から「諏訪の

森緑の散歩道整備事業」、所沢中央

ロータリークラブ柴栄一社会奉仕委

員長から「足尾銅山の植樹活動」に

ついての事例発表をしていただきま

した。
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いないクラブも多くあるというのが

実態のようです。

各クラブの社会奉仕活動への取り

組み事例として、小川ロータリーク

ラブ、村田幹晶会長から「読書感想

文優秀者表彰式」、富士見ロータリー

クラブ、桑原福治幹事から「諏訪の

森緑の散歩道整備事業」、所沢中央

ロータリークラブ柴栄一社会奉仕委

員長から「足尾銅山の植樹活動」に

ついての事例発表をしていただきま

した。
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　コロナ感染症対策をしつつ、最

低実施人数にて予定通り当地区第

53期生選考試験を実施いたしまし

た。感染症、社会情勢の混沌とし

た日々のなかですが、ロータリーク

ラブによる海外での派遣を希望す

る学生と保護者の方々の強い意志

と志を感じました。

　志願書及び学校より発行されま

した書類の内容は申し分なく、本日

行われました筆記試験と日本語論

文は合格点数を満たしておりまし

た。ローテックスによる英語面接を

経て、村田ガバナーによる最終面

談も無事通過いたしました。

　本日の選考試験により 2 名の志

願者（女子1名・男子1名）を候補

生として合格となりました事をここ

にご報告させていただきます。

　同日、国際ロータリー日本青少

年交換他地区合同機構によるライ

ジェム会議が行われ、当地区代表

といたしました髙丹ガバナーエレ

クトがご参加下さいました。髙丹ガ

バナーエレクトの青少年交換プロ

グラムへのご留意に感謝申し上げ

ます。

　また、選考試験の合間をぬいロー

テックスが会議を行いました。当地

区青少年交換プログラムの向上の

ため、今後のオリエンテーションの

改善点やインバウンドへの対応、

ロータリークラブ認知度への対策

等を話し合いました。彼らの青少

年交換プログラムに対する真摯な

姿がこのプログラムの成果を物

語っていると感じます。

　今後も皆様方のご協力の下、次

年度は53期となるこの事業の継続

と発展に努めて参りたいと思いま

す。

ローテックスによる英語面接ローテックスによる英語面接

筆記試験筆記試験

試験会場試験会場

国際ロータリー第2570地区
青少年交換プログラム
第53期生選考試験
日　時：2022年 8月 7日（日）　13時30分開始
場　所：国立女性教育会館
出席者：村田ガバナー、地区青少年交換委員、
　　　　ローテックス、志願者学生及び保護者
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記念奨学委員会８月活動記

　2022年８月28日（日）に、記念奨学委員会が主催する日本
の古代文化と宗教文化の体験ツアー（埼玉県行田市において）
が行われました。
　ロータリーアン、奨学生、学友が一堂になって、さきたま
古墳見学、古代土器「埴輪（はにわ）」づくり、護摩修行と
座禅体験をしました。日本の歴史と宗教文化に触れ、感銘深
い体験ツアーとなりました。特に宗教文化の解説のセッショ
ンにおいて、アジア各国出身の奨学生と学友 は自ら見解を述
べ、積極的に関わりました。
　このように、皆さんが文化でつながり、積極的な意見交換
を通じて視野が広がり、そしてさらに人とつなぐ力が増して
いくでしょう。
　次回のツアーを楽しみにしております。

写真：学友会理事
　　　久保田　権光
　文：学友会会長
　　　鄭　迎花

Kenkou Kubota

Yinghua Zheng

学友会行事のお知らせ！

再会in関東 第3回世界学友大会 2023年8月5日㈯～6日㈰
会場：つくば国際会議場

主催：関東10地区米山学友会　協力：公益財団法人ロータリー米山記念奨学会　お問合せ：yoneyamaworld@gmail.com
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狭山中央 狭山中央 行田さくら

川越

米山功労者 11回

米山功労者 8回 米山功労者 1回 米山功労者 24回

米山表彰・財団表彰

行田さくら

川越 川越

米山功労者 1回

米山功労者 18回 米山功労者 8回

東松山

米山功労者 13回

川越

東　美栄 菊田 邦彦 細井 保雄

石井 照典

入間南

米山功労者 1回

入間南

米山功労者 1回

清水 洋行 鈴木 洋明
入間南

米山功労者 1回

齋藤 良徳

田村　宏

馬場 常正 相原 茂吉

行田さくら

米山功労者 1回

川野 健人

中川 正明三室戸東光

米山功労者 6回

川越

米山功労者 2回

野溝　守

川越

米山功労者 1回

髙橋 徹治
川越

米山功労者 1回

栗原 雄一

川越

川越

川越

秩父

マルチプル・ポール
・ハリス・フェロー

ポール・ハリス・
　　　　フェロー

マルチプル・ポール
・ハリス・フェロー

ポール・ハリス・
　　ソサエティー

川越

マルチプル・ポール
・ハリス・フェロー

馬場 常正

山口　裕 星野　進

𠮷澤 德安野溝　守

熊谷南 深谷ノース

ベネファクター マルチプル・ポール
・ハリス・フェロー

井上 哲孝 関口 善伯

川越 川越

マルチプル・ポール
・ハリス・フェロー

マルチプル・ポール
・ハリス・フェロー

小杉 國武 米原 恭淳

日高日高

米山功労者 1回米山功労者 1回

小坂 雅彦李　濬姫
秩父

米山功労者 2回

入間南 入間南

米山功労者 1回 米山功労者 1回

宮前　勉

長谷川 渉 深井 善次

高橋 克安 中川 正明
朝霧

ポール・ハリス・
　　ソサエティー

東松山

マルチプル・ポール
・ハリス・フェロー

宮前　勉
秩父

マルチプル・ポール
・ハリス・フェロー

入間南

米山功労者 5回

入間南

荻野 静次荻野喜美雄

米山功労者 5回

訃報 謹んで心よりご冥福をお祈り申し上げます。

新狭山RC田中　聡
逝去年月日　2022年6月6日　享年 56歳
ロータリー歴　2001年9月5日 入会　在籍10年
　　　　　　2015-16年度 幹事
　　　　　　2018-19年度 幹事
　　　　　　2021-22年度 会長エレクト

朝霧RC野澤 己津男
逝去年月日　2022年9月5日　享年 77歳
ロータリー歴　1985年9月24日 入会
　　　　　　在籍36年

児玉RC春山 良夫
逝去年月日　2022年9月6日　享年 75歳
ロータリー歴　1993年12月7日 入会
　　　　　　在籍29年
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狭山中央 狭山中央 行田さくら
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馬場 常正 相原 茂吉
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川野 健人

中川 正明三室戸東光

米山功労者 6回

川越

米山功労者 2回

野溝　守

川越
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髙橋 徹治
川越

米山功労者 1回

栗原 雄一

川越
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マルチプル・ポール
・ハリス・フェロー

ポール・ハリス・
　　ソサエティー

川越

マルチプル・ポール
・ハリス・フェロー

馬場 常正

山口　裕 星野　進

𠮷澤 德安野溝　守

熊谷南 深谷ノース

ベネファクター マルチプル・ポール
・ハリス・フェロー

井上 哲孝 関口 善伯

川越 川越

マルチプル・ポール
・ハリス・フェロー

マルチプル・ポール
・ハリス・フェロー

小杉 國武 米原 恭淳

日高日高

米山功労者 1回米山功労者 1回

小坂 雅彦李　濬姫
秩父

米山功労者 2回

入間南 入間南

米山功労者 1回 米山功労者 1回

宮前　勉

長谷川 渉 深井 善次

高橋 克安 中川 正明
朝霧

ポール・ハリス・
　　ソサエティー

東松山

マルチプル・ポール
・ハリス・フェロー

宮前　勉
秩父

マルチプル・ポール
・ハリス・フェロー

入間南

米山功労者 5回

入間南

荻野 静次荻野喜美雄

米山功労者 5回

訃報 謹んで心よりご冥福をお祈り申し上げます。

新狭山RC田中　聡
逝去年月日　2022年6月6日　享年 56歳
ロータリー歴　2001年9月5日 入会　在籍10年
　　　　　　2015-16年度 幹事
　　　　　　2018-19年度 幹事
　　　　　　2021-22年度 会長エレクト

朝霧RC野澤 己津男
逝去年月日　2022年9月5日　享年 77歳
ロータリー歴　1985年9月24日 入会
　　　　　　在籍36年

児玉RC春山 良夫
逝去年月日　2022年9月6日　享年 75歳
ロータリー歴　1993年12月7日 入会
　　　　　　在籍29年
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熊谷 熊谷南 熊谷南

小川

秩父

東松山

島田 彰雄
しまだ あきお

浅川　諭
あさかわ さとし

廣瀬　功
ひろせ いさお

新井 久雄
あらい ひさお

粟飯原範行
あいはら のりゆき

山下三佐子
やました みさこ

白江 龍三
しらえ りゅうぞう

東松山

新入会員紹介

●入　2022年7月1日
●勤　㈲トレイル
●役　代表取締役
●生　1966年7月17日
●紹　植野　智恵子
　　　清水　保人

●入　2022年7月1日
●勤　㈱ヘリテイジ熊谷
　　 （熊谷スポーツホテル
　　　パークウィング）
●役　支配人
●生　1976年2月16日
●紹　植竹　知子　　植野智恵子

加藤　均
かとう ひとし

●入　2022年7月6日
●勤　株式会社加藤工業
●役　代表取締役
●生　1975年11月30日
●紹　茂木　祐一
　　　新井　政良

熊谷籠原熊谷籠原

関輪 隆成
せきわ たかなり

尾島 玲子
おじま れいこ

●入　2022年7月6日
●勤　プラリコ株式会社
●役　代表取締役
●生　1973年7月26日
●紹　星野　公輔

●入　2022年2月1日
●勤　しま鮨
●役　
●生　1968年12月26日
●紹　浅見　健司

熊谷籠原

●入　2022年7月1日
●勤　大妻嵐山中学校
　　　大妻嵐山高等学校
●役　教諭（渉外部主任）
●生　1959年7月3日
●紹　村田　幹昌
　　　中村　悟

松﨑 亮太
まつざき りょうた

●入　2022年7月6日
●勤　株式会社
　　　三和サービス
●役　代表取締役　専務
●生　1977年9月17日
●紹　茂木　祐一

熊谷籠原

●入　2022年7月5日
●勤　昭和電工㈱
　　　秩父事業所
●役　事業所長
●生　1965年1月27日
●紹　若林　俊明

鶴ヶ島 鶴ヶ島

藤原 勇次
ふじわら ゆうじ

佐藤　理
さとう おさむ

●入　2022年6月22日
●勤　㈱クリーネス藤原
●役　会長
●生　1950年9月7日
●紹　清水　良一

●入　2022年6月15日
●勤　㈱あずいず
●役　代表取締役
●生　1975年12月8日
●紹　齊藤　勇司

飯能 新座

吉野 修平
よしの しゅうへい

春日 孝博
かすが たかひろ

●入　2022年7月6日
●勤　特定非営利活動法人
　　　ぶどうの会
●役　代表理事
●生　1973年12月14日
●紹　前島　宏之

●入　2022年7月7日
●勤　埼玉りそな銀行
　　　新座支店
●役　支店長
●生　1970年1月28日
●紹

●入　2022年4月７日
●勤　山下法律事務所
●役　弁護士
●生　1965年3月22日
●紹　山口　和範

●入　2022年1月13日
●勤　㈱白江建築研究所
●役　代表取締役
●生　1952年1月24日
●紹　真下　和男

●入　2022年6月3日
●勤　武蔵野銀行
　　　熊谷支店
●役　支店長
●生　1965年9月2日
●紹　松本　光弘　　新井　隆

入…入会年月日
勤…勤務先
役…役職

生…生年月日
紹…紹介者

東松山むさし 東松山むさし

金井塚泰一
かないづか たいいち

清水 健一
しみず けんいち

●入　2022年5月12日
●勤　金井塚商事
●役　代表
●生　1950年1月16日
●紹　大澤　幸吉

●入　2022年6月2日
●勤　明治安田生命保険（相）
　　　東松山（営）
●役　営業所長
●生　1971年12月19日
●紹　大澤　幸吉

村川　巧
むらかわ たくみ

●入　2022年8月2日
●勤　日本生命保険相互会社
　　　羽生営業部
●役　営業部長
●生　1993年12月1日
●紹　中嶋　理恵子　　石川　篤信

羽生

新所沢 新所沢

深谷東

杉山　裕
すぎやま ゆたか

長沢 有紀
ながさわ ゆき

森田 太栄
もりた たいえい

西脇 剛行
にしわき よしゆき

中谷 嘉宏
なかたに よしひろ

持田 崇裕
もちだ たかひろ

竹並 達也
たけなみ たつや

●入　2022年9月13日
●勤　アドバンス社会
　　　保険労務士法人
●役　代表社員
●生　1969年4月20日
●紹　中川　潤

●入　2022年8月30日
●勤　はやてセキュリティ
　　　サービス
●役　代表
●生　1972年5月22日
●紹　中川　潤

●入　2022年7月12日
●勤　㈱武蔵野銀行
　　　所沢支店
●役　支店長
●生　1972年1月2日
●紹　鈴木　真澄

●入　2022年7月8日
●勤　（合名）新楽
●役　代表社員
●生　1970年11月15日
●紹　長岡　秋佳

●入　2022年7月7日
●勤　ワイズパネル株式会社
●役　代表取締役
●生　1968年3月24日
●紹　真下　敏明
　　　橋本　和也

●入　2022年7月7日
●勤　美佐古 （゙みさご酒場）
●役　
●生　1976年1月29日
●紹　佐藤　賀則
　　　橋本　和也

●入　2022年7月7日
●勤　竹並建設株式会社
●役　代表取締役
●生　1971年1月12日
●紹　中村　孝
　　　真下　敏明

岩崎 貴行
いわさき たかゆき

●入　2022年7月26日
●勤　㈱ジェイエム埼玉
　　　東日本所沢局
●役　局長
●生　1972年11月21日
●紹　新井　重雄　　三上　誠

所沢

所沢西

川越

近藤 武弘
こんどう たけひろ

小峰 利久
こみね としひさ

廣瀬 哲也
ひろせ てつや

●入　2022年8月23日
●勤　税理士法人シンシア
●役　代表社員
●生　1968年8月7日
●紹　藤井　潔
　　　松山　潤

●入　2022年7月14日
●勤　武蔵野銀行
　　　川越支店
●役　支店長
●生　1965年5月14日
●紹　相原　茂吉　　今泉　博

●入　2022年7月26日
●勤　（医）広彩会
　　　ひろせクリニック
●役　院長
●生　1962年12月26日
●紹　石井　成人　　齊藤　智

川越 川越

本庄 本庄 本庄

本庄川越中央

所沢東 所沢東

橘高 耕平
きったか こうへい

加藤 榮壽
かとう えいじゅ

佐藤 雅敏
さとう まさとし

土方 良成
ひじかた よしなり

●入　2022年4月1日
●勤　第一生命保険株式会社
　　　熊谷支社
●役　営業部長
●生　1964年4月2日
●紹　土屋　進

●入　2022年7月4日
●勤　㈲カトウ企画
　　　設計事務所
●役　取締役社長
●生　1954年6月17日
●紹　吉敷　賢一郎　　澤田　修

●入　202２年６月９日
●勤　ベルヴィ ザ・グラン
●役　支配人
●生　1990年6月30日
●紹　藤永　博

●入　202２年６月９日
●勤　㈱土方プロパン
●役　代表取締役
●生　1966年8月31日
●紹　梶原　敏也

所沢東

植村 元昭
うえむら もとあき

●入　202２年６月９日
●勤　㈱植村工務店
●役　代表取締役
●生　１９6８年8月7日
●紹　杉山　俊一

久恒由紀子
ひさつね ゆきこ

●入　2022年8月18日
●勤　㈱ＦＰパートナー
●役　個人事業主
●生　1974年1月17日
●紹　伊藤　道明

所沢東

川越

丸山　猛
まるやま たけし

●入　2022年8月23日
●勤　東日本電信電話㈱
　　　埼玉西支店
●役　支店長
●生　1972年2月3日
●紹　立原　雅夫　西澤　堅
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熊谷 熊谷南 熊谷南

小川

秩父

東松山

島田 彰雄
しまだ あきお

浅川　諭
あさかわ さとし

廣瀬　功
ひろせ いさお

新井 久雄
あらい ひさお

粟飯原範行
あいはら のりゆき

山下三佐子
やました みさこ

白江 龍三
しらえ りゅうぞう

東松山

新入会員紹介

●入　2022年7月1日
●勤　㈲トレイル
●役　代表取締役
●生　1966年7月17日
●紹　植野　智恵子
　　　清水　保人

●入　2022年7月1日
●勤　㈱ヘリテイジ熊谷
　　 （熊谷スポーツホテル
　　　パークウィング）
●役　支配人
●生　1976年2月16日
●紹　植竹　知子　　植野智恵子

加藤　均
かとう ひとし

●入　2022年7月6日
●勤　株式会社加藤工業
●役　代表取締役
●生　1975年11月30日
●紹　茂木　祐一
　　　新井　政良

熊谷籠原熊谷籠原

関輪 隆成
せきわ たかなり

尾島 玲子
おじま れいこ

●入　2022年7月6日
●勤　プラリコ株式会社
●役　代表取締役
●生　1973年7月26日
●紹　星野　公輔

●入　2022年2月1日
●勤　しま鮨
●役　
●生　1968年12月26日
●紹　浅見　健司

熊谷籠原

●入　2022年7月1日
●勤　大妻嵐山中学校
　　　大妻嵐山高等学校
●役　教諭（渉外部主任）
●生　1959年7月3日
●紹　村田　幹昌
　　　中村　悟

松﨑 亮太
まつざき りょうた

●入　2022年7月6日
●勤　株式会社
　　　三和サービス
●役　代表取締役　専務
●生　1977年9月17日
●紹　茂木　祐一

熊谷籠原

●入　2022年7月5日
●勤　昭和電工㈱
　　　秩父事業所
●役　事業所長
●生　1965年1月27日
●紹　若林　俊明

鶴ヶ島 鶴ヶ島

藤原 勇次
ふじわら ゆうじ

佐藤　理
さとう おさむ

●入　2022年6月22日
●勤　㈱クリーネス藤原
●役　会長
●生　1950年9月7日
●紹　清水　良一

●入　2022年6月15日
●勤　㈱あずいず
●役　代表取締役
●生　1975年12月8日
●紹　齊藤　勇司

飯能 新座

吉野 修平
よしの しゅうへい

春日 孝博
かすが たかひろ

●入　2022年7月6日
●勤　特定非営利活動法人
　　　ぶどうの会
●役　代表理事
●生　1973年12月14日
●紹　前島　宏之

●入　2022年7月7日
●勤　埼玉りそな銀行
　　　新座支店
●役　支店長
●生　1970年1月28日
●紹

●入　2022年4月７日
●勤　山下法律事務所
●役　弁護士
●生　1965年3月22日
●紹　山口　和範

●入　2022年1月13日
●勤　㈱白江建築研究所
●役　代表取締役
●生　1952年1月24日
●紹　真下　和男

●入　2022年6月3日
●勤　武蔵野銀行
　　　熊谷支店
●役　支店長
●生　1965年9月2日
●紹　松本　光弘　　新井　隆

入…入会年月日
勤…勤務先
役…役職

生…生年月日
紹…紹介者

東松山むさし 東松山むさし

金井塚泰一
かないづか たいいち

清水 健一
しみず けんいち

●入　2022年5月12日
●勤　金井塚商事
●役　代表
●生　1950年1月16日
●紹　大澤　幸吉

●入　2022年6月2日
●勤　明治安田生命保険（相）
　　　東松山（営）
●役　営業所長
●生　1971年12月19日
●紹　大澤　幸吉

村川　巧
むらかわ たくみ

●入　2022年8月2日
●勤　日本生命保険相互会社
　　　羽生営業部
●役　営業部長
●生　1993年12月1日
●紹　中嶋　理恵子　　石川　篤信

羽生

新所沢 新所沢

深谷東

杉山　裕
すぎやま ゆたか

長沢 有紀
ながさわ ゆき

森田 太栄
もりた たいえい

西脇 剛行
にしわき よしゆき

中谷 嘉宏
なかたに よしひろ

持田 崇裕
もちだ たかひろ

竹並 達也
たけなみ たつや

●入　2022年9月13日
●勤　アドバンス社会
　　　保険労務士法人
●役　代表社員
●生　1969年4月20日
●紹　中川　潤

●入　2022年8月30日
●勤　はやてセキュリティ
　　　サービス
●役　代表
●生　1972年5月22日
●紹　中川　潤

●入　2022年7月12日
●勤　㈱武蔵野銀行
　　　所沢支店
●役　支店長
●生　1972年1月2日
●紹　鈴木　真澄

●入　2022年7月8日
●勤　（合名）新楽
●役　代表社員
●生　1970年11月15日
●紹　長岡　秋佳

●入　2022年7月7日
●勤　ワイズパネル株式会社
●役　代表取締役
●生　1968年3月24日
●紹　真下　敏明
　　　橋本　和也

●入　2022年7月7日
●勤　美佐古 （゙みさご酒場）
●役　
●生　1976年1月29日
●紹　佐藤　賀則
　　　橋本　和也

●入　2022年7月7日
●勤　竹並建設株式会社
●役　代表取締役
●生　1971年1月12日
●紹　中村　孝
　　　真下　敏明

岩崎 貴行
いわさき たかゆき

●入　2022年7月26日
●勤　㈱ジェイエム埼玉
　　　東日本所沢局
●役　局長
●生　1972年11月21日
●紹　新井　重雄　　三上　誠

所沢

所沢西

川越

近藤 武弘
こんどう たけひろ

小峰 利久
こみね としひさ

廣瀬 哲也
ひろせ てつや

●入　2022年8月23日
●勤　税理士法人シンシア
●役　代表社員
●生　1968年8月7日
●紹　藤井　潔
　　　松山　潤

●入　2022年7月14日
●勤　武蔵野銀行
　　　川越支店
●役　支店長
●生　1965年5月14日
●紹　相原　茂吉　　今泉　博

●入　2022年7月26日
●勤　（医）広彩会
　　　ひろせクリニック
●役　院長
●生　1962年12月26日
●紹　石井　成人　　齊藤　智

川越 川越

本庄 本庄 本庄

本庄川越中央

所沢東 所沢東

橘高 耕平
きったか こうへい

加藤 榮壽
かとう えいじゅ

佐藤 雅敏
さとう まさとし

土方 良成
ひじかた よしなり

●入　2022年4月1日
●勤　第一生命保険株式会社
　　　熊谷支社
●役　営業部長
●生　1964年4月2日
●紹　土屋　進

●入　2022年7月4日
●勤　㈲カトウ企画
　　　設計事務所
●役　取締役社長
●生　1954年6月17日
●紹　吉敷　賢一郎　　澤田　修

●入　202２年６月９日
●勤　ベルヴィ ザ・グラン
●役　支配人
●生　1990年6月30日
●紹　藤永　博

●入　202２年６月９日
●勤　㈱土方プロパン
●役　代表取締役
●生　1966年8月31日
●紹　梶原　敏也

所沢東

植村 元昭
うえむら もとあき

●入　202２年６月９日
●勤　㈱植村工務店
●役　代表取締役
●生　１９6８年8月7日
●紹　杉山　俊一

久恒由紀子
ひさつね ゆきこ

●入　2022年8月18日
●勤　㈱ＦＰパートナー
●役　個人事業主
●生　1974年1月17日
●紹　伊藤　道明

所沢東

川越

丸山　猛
まるやま たけし

●入　2022年8月23日
●勤　東日本電信電話㈱
　　　埼玉西支店
●役　支店長
●生　1972年2月3日
●紹　立原　雅夫　西澤　堅
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会員報告数

　昨年度から村田年度に向けて、そして今年度に
なってからも誠心誠意取り掛かっておりますが、
ご承知の通り、すべてのことが遅れていることを
お詫び申し上げます。ガバナー月信は、７・８・
９月の合併号とさせていただくことをご理解くだ
さいませ。また、ガバナー月信はホームページか
らご覧いただくことを基本とし、10 月号からは、
冊子としては、クラブ会員100人以上は10部、50
～100人は５部、50人未満は３部のお届けとなり
ますことを、何卒ご理解ご協力の程お願い申し上
げます。

2022-2023年度　ガバナー　村田貴紀
地区代表幹事　清水洋子

お詫びとお願い

ガバナー月信
7・8・9月合併号
2022年10月27日発行

国際ロータリー第 2570 地区　地区事務所
〒355-0028　埼玉県東松山市箭弓町 2-5-14　ガーデンホテル紫雲閣内
【TEL】0493-21-2570
【FAX】0493-21-2571
【mail】d-office@mail.rid2570.gr.jp
【web】https://www.rid2570.gr.jp

【月信原稿送信先】
　info2021@rid2570.gr.jp
　ガバナー月信編集委員会　委員長

ガバナー月信が変わります
ホームぺージ連動と、クラブへ７部づつ郵送します

（100人以上は10部・50～100人は５部・50人未満は３部）

米山/財団室 /コーディネーターニュースはホームページで！

2022-2023 年度より第 2570 地区は
DXの取り組みを始めました。
これまでの「冊子型」ではなく「配信型」
に変わります。

HPのQRコード※DX：デジタルトランスフォーメーション＝デジタルによる変容

ホームページ
リニューアルします

グ
ル
ー
プ

RC名
例
会
数

会員数（人）

年　
　
　

初

８　

月　

末

８
月
入
会
数

８
月
退
会
数

本
年
度
入
会
数

本
年
度
退
会
数

８
月
度
純
増
数

本
年
度
純
増
数

女
性
会
員
８
月
末
数

第
１
グ
ル
ー
プ

川越 0 97 101 2 0 4 0 2 4 2
東松山 0 22 22 0 0 0 0 0 0 2
小川 0 8 9 0 0 1 0 0 1 2
坂戸 0 29 28 0 0 0 1 0 -1 1
越生毛呂 0 14 14 0 0 0 0 0 0 1
川越小江戸 0 16 16 0 0 0 0 0 0 2
川越西 0 24 24 0 0 0 0 0 0 5
鶴ヶ島 0 29 29 0 0 0 0 0 0 3
川越中央 0 25 26 0 0 1 0 0 1 0
坂戸さつき 0 19 19 0 0 0 0 0 0 4
東松山むさし 0 42 42 0 0 0 0 0 0 7
合計*1 0 325 330 2 0 6 1 2 5 29

第
２
グ
ル
ー
プ

朝霞 0 24 24 0 0 0 0 0 0 1
志木 0 41 41 0 0 0 0 0 0 2
富士見 0 34 34 0 0 0 0 0 0 0
新座 0 22 23 0 0 1 0 0 1 2
和光 0 14 14 0 0 0 0 0 0 6
朝霞キャロット 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
新座こぶし 0 9 9 0 0 0 0 0 0 2
合計 *1 0 154 155 0 0 1 0 0 1 13

第
３
グ
ル
ー
プ

入間 0 37 37 0 0 0 0 0 0 2
所沢 0 58 59 0 0 1 0 0 1 4
飯能 0 70 70 0 1 1 1 -1 0 1
新所沢 0 16 17 1 0 1 0 1 1 1
日高 0 18 19 1 0 1 0 1 1 3
所沢西 0 33 34 0 0 1 0 0 1 4
新狭山 0 17 17 0 0 0 0 0 0 0
所沢東 0 48 49 1 0 1 0 1 1 2
入間南 0 43 43 0 0 0 0 0 0 0
所沢中央 0 20 20 0 0 0 0 0 0 2
狭山中央 0 20 20 0 0 0 0 0 0 6
合計 *1 0 380 385 3 1 6 1 2 5 25

第
４
グ
ル
ー
プ

深谷 0 51 51 0 0 0 0 0 0 10
本庄 0 74 77 2 0 3 0 2 3 5
秩父 0 48 49 0 0 1 0 0 1 1
寄居 0 32 32 0 0 0 0 0 0 0
児玉 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
岡部 0 16 18 0 0 2 0 0 2 3
深谷東 0 69 70 0 0 1 0 0 1 0
川本 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
皆野・長瀞 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0
本庄南 0 4 4 0 0 0 0 0 0 2
深谷ノース 0 27 27 0 0 0 0 0 0 2
合計 *1 0 339 346 2 0 7 0 2 7 23

第
５
グ
ル
ー
プ

熊谷 0 92 92 0 0 0 0 0 0 4
行田 0 58 58 0 0 0 0 0 0 6
羽生 0 42 43 1 0 1 0 1 1 4
加須 0 26 23 0 0 0 3 0 -3 0
熊谷西 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0
行田さくら 0 54 54 0 0 0 0 0 0 2
熊谷東 0 21 21 0 0 0 0 0 0 1
吹上 0 6 7 0 0 1 0 0 1 2
熊谷籠原 0 27 30 0 0 3 0 0 3 1
熊谷南 0 25 27 0 0 2 0 0 2 3
合計 *1 0 358 362 1 0 7 3 1 4 23
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会員報告数

　昨年度から村田年度に向けて、そして今年度に
なってからも誠心誠意取り掛かっておりますが、
ご承知の通り、すべてのことが遅れていることを
お詫び申し上げます。ガバナー月信は、７・８・
９月の合併号とさせていただくことをご理解くだ
さいませ。また、ガバナー月信はホームページか
らご覧いただくことを基本とし、10 月号からは、
冊子としては、クラブ会員100人以上は10部、50
～100人は５部、50人未満は３部のお届けとなり
ますことを、何卒ご理解ご協力の程お願い申し上
げます。

2022-2023年度　ガバナー　村田貴紀
地区代表幹事　清水洋子

お詫びとお願い

ガバナー月信
7・8・9月合併号
2022年10月27日発行

国際ロータリー第 2570 地区　地区事務所
〒355-0028　埼玉県東松山市箭弓町 2-5-14　ガーデンホテル紫雲閣内
【TEL】0493-21-2570
【FAX】0493-21-2571
【mail】d-office@mail.rid2570.gr.jp
【web】https://www.rid2570.gr.jp

【月信原稿送信先】
　info2021@rid2570.gr.jp
　ガバナー月信編集委員会　委員長

ガバナー月信が変わります
ホームぺージ連動と、クラブへ７部づつ郵送します

（100人以上は10部・50～100人は５部・50人未満は３部）

米山/財団室 /コーディネーターニュースはホームページで！

2022-2023 年度より第 2570 地区は
DXの取り組みを始めました。
これまでの「冊子型」ではなく「配信型」
に変わります。

HPのQRコード※DX：デジタルトランスフォーメーション＝デジタルによる変容

ホームページ
リニューアルします



本会議 12：00～
懇親会 18：00～

2022年9月22日（木）

皆様ご参加ありがとうございました

地 区 大 会
国際ロータリー第 2570 地区

場所／帝国ホテル


