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皆さんこんにちは。
大勢の皆様にご参加
を頂きまして大変あ
りがとうございます。
第 58 代の会長職をお
預かり致しました染
谷でございます。一年
間宜しくお願い致します。
本例会から Zoom による参加も出席扱い
とさせていただいております。基礎疾患の
ある方、体調がすぐれない方、無理せず、
Zoom によるご参加をお願い致します。
そして今年も無償でテーマ旗を制作して
頂きました。藤池さん、ありがとうござい
ます。こちらのクラブビジョンの旗も制作
して頂きました。感謝を申し上げます。
本日は、旧大宮市長の新藤先生、埼玉県
老人クラブ連合会の落合事務局長さん、よ
うこそお越しいただきました。心から歓迎
を申し上げたいと思います。そして新会員
であります 4 名の皆様を仲間として本日お
迎えを致します。新会員の皆様、ご出席あ
りがとうございます。
また、何よりも 3・4・5・6 月と苦しい環
境下でクラブ運営をしていただきました、
小木曽直前会長と藤嶋前幹事に、敬意と感
謝を申し上げたいと思います。
今、ロータリーの存在価値が問われてお
ります。我々の行っている奉仕活動は一つ
の社会運動です。ですがこの奉仕活動を行
う社会が疲弊し活力が失われています。今
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後はこの活力を取り戻すため、今一度、奉
仕活動を見直さなくてはなりません。理事
役員、会員の皆様のご協力を頂いて、一つ
ずつ進めていきたいと思っております。目
を離すことなく、注視して、慎重にも大胆
な決断を行っていきます。皆様のご協力を
節にお願い申し上げます。
それでは本年度の方針を発
表させていただきます。
（年度計画書の説明）
以上、ご説明とさせていただ
きます。
一年間、宜しくお願い致します。ありが
とうございました。

ロータリーの目的･4 つのテスト
【本日のリーダー】
増永 裕樹 会員

お客様ご紹介

副会長

内山 泰成

■名誉会員、旧大宮市 市長
新藤 享弘 様
■埼玉県老人クラブ連合会 事務局長
落合 一弘 様
■入会者
近畿日本ツーリスト首都圏埼玉支店支店長
立山 英樹 様
あいおいニッセイ同和損害保険 支社長
谷口 剛 様
桜田電設 代表取締役会長
谷口 栄正 様

新しい扉

～新しい世界へ～
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幹 事 報 告
幹事

荒井 理人

本年度幹事を務めます、荒
井理人です。一年間宜しくお
願いします。
本日の、例会に先立ち理事
役員会で審議されました理事会報告をいた
します。
8 月 3 日の第一例会は、元プロ野球選手
で、西武ライオンズで活躍された石毛選手
の卓話を予定しております。
8 月 24 日の第四例会には、染谷年度の目
玉企画、大型講師の一人目、須田慎一郎様
の卓話を予定しております。
7 月 13 日は、部門別委員会方針発表とな
っております。緑色の冊子、年度計画書を
必ず持ってきてください。また、当日に委
員長が欠席される場合は、副委員長か委員
会メンバーの代理を必ず立てるようにお願
いいたします。
今月のロータリーレートは、107 円です。
一年間宜しくお願いします。

バッジの交換
■小木曽 賢己 直前会長から
染谷 義一 会長へ
■藤嶋
荒井
■新見
内山
■竹内
小沢

剛史 直前幹事から
理人 幹事へ
和男 直前副会長から
泰成 副会長へ
雅人 直前副会長から
孝 副会長へ

お客様

ご挨拶

名誉会員・旧大宮市 市長
新藤 享弘 様
皆様、こんにちは。
伝統ある大宮西ロータリ
ークラブの染谷会長から名
誉会員の委嘱書を頂戴しま
した。名誉でもありますが、
非常に緊張しております。
昨年は、大宮西ロータリークラブのご支
援のおかげで、埼玉での老人大会は「日本
でも初めて」という大成功を収めました。
お世話になった大宮西ロータリークラブの
皆様のためにも、老人大会のご報告会、な
らびに映写会を、ぜひ実現させたいと存じ
ます。
気力・体力は衰えてしまいましたが、知
識と経験だけでがんばって参ります。どう
ぞよろしくお願いいたします。ありがとう
ございました。
埼玉県老人クラブ連合会
事務局長 落合 一弘 様
皆さん、こんにちは。
昨年 11 月に、埼玉で老人大会
の全国大会を迎えました。満席で参加でき
なかった方から、
「全国大会を見たい」とい
う声がありましたので、上映会を計画、8 月
下旬に予定を組みました。上映会が終わっ
たら DVD も配る予定です。
老人クラブ連合会も来年 60 周年を迎え
ます。今後ともよろしくお願いします。
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■小木曽年度

近畿日本ツーリスト
首都圏埼玉支店支店長
立山 英樹 様
ご紹介者 内山 泰成 会員

名誉会員

委嘱書授与

■さいたま市長 清水 勇人 様（ご欠席）
■名誉会員 旧大宮市 市長 新藤 享弘 様

あいおいニッセイ同和損害保険
支社長
谷口 剛 様
ご紹介者 高橋 誠一 会員
桜田電設 代表取締役会長
谷口 栄正 様
ご紹介者 小林 又次郎 会員

■染谷年度

住友三井オートサービス
支店長 勝山 勉 様
ご紹介者 川﨑 春夫 会員
（代理 荒井幹事）
株式会社テーケー
専務取締役 坂田 勝彦 様
ご紹介者 髙橋 秀樹 会員
有限会社 旭塗装工芸社
代表取締役 竹ノ谷 純宏 様
ご紹介者 藤池 誠治 会員
有限会社 燿塗装工業
代表取締役 苗村 康男 様
ご紹介者 岡部 勉 会員

今例会より、Zoom での参加がで
きるようになりました

