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会長の時間 会長 龍山 利道 

 

今年度第1回目の例会です。これより1年間よろし

くお願いします。 

さて、先般行われました韓国での国際大会（5月

28日～6月1日）についてお話しします。 

日本語での分科会テーマは次のようなものでした 

・「新しい被災地支援のかたち：９/１１から３/１１  

  東北支援へ」 

・「女性会員の増加」 

・「未来の日韓関係」 

・「米山記念奨学会の成果：世界に平和の種をま  

 く」 

・「東日本大震災におけるロータリーの奉仕活動 

 と復興に向けて」 

 

新・旧会長幹事 バトンタッチ 

神谷億文直前会長と龍山利道会長 

松岡昌宏直前幹事と陣野壮太郎幹事 バッチ交換 

乾杯 直前会長 神谷 億文 

 

龍山・陣野年度の船出を祝して「乾杯」 



 

・ＲＩ２５７０地区ホームページのご案内  

 ＜ＵＲＬ＞ http://www.rid2570.gr.jp 

 ・ガバナー月信７月号は７月１１日に発行 

１、新座市交通安全推進協議会より平成２８年夏 

 の交通事故防止運動の実施について及び実施 

 要項受信 

出発式：７月１５日（金）１０時イオン新座店前

１、朝霞キャロットロータリークラブより、創立   

２５周年記念誌拝受  

１、志木柳瀬川ロータリークラブより年度計画書 

  拝受 

１、和光ロータリークラブより例会変更受信 

１、かものはしプロジェクトより、２０１５年度の 

  年次報告書受信 

１、他クラブ週報拝受 

 

会員誕生月：小泉哲也・石原勇介・松岡昌宏 各会員 

夫人誕生月：大竹久三雄・陣野壮太郎  各会員夫人 

今月のお祝い 

 

１、７月のロータリーレート 1ドル＝１０２円 

１、地区事務所より５件受信 

１）国際ロータリー細則１３条による公表 

2017-18年度ガバナー候補者として  

細井 保雄氏（行田さくら） 

生年月日：１９５０年４月１日 

住所：埼玉県行田市持田３－２－１７ 

(株)ファイブイズホーム 代表取締役 

学歴    日本大学経済部卒業 

職業分類  建物販売業 

所属クラブ 行田さくらロータリークラブ   

ロータリー歴  

 入会年月日 １９８９年２月１４日  

 行田さくらＲＣ会長 ２００２～２００３年度 

２）1名当たり半期地区分担金訂正版明細及び 

  納入報告書 

３）会員増強目標数及び初期人数報告書 

４）インターアクトクラブ年次大会開催の案内  

   日時：７月３１日（日）９時３０分～１５時 

   場所：狭山ヶ丘学園 

５）バギオだより7月号 

６）前嶋ガバナーより新年度のご挨拶状拝受 

  ・公式訪問時の協議に三年未満の会員同席 

   依頼。及び懇親会は遠慮します。 

幹事報告 幹事 陣野壮太郎 

龍山利道会長より小泉哲也会員・石原勇介会員 

松岡昌宏会員に花束贈呈  

「お誕生月おめでとうございます」 

 

・「未来への懸け橋」 

被災への支援が二つあげられています。復興支援

はロータリアンにとっても重要であり、援助金や

物資の寄贈だけではない支援や奉仕を進めていき

たいと思います。 

委員会報告 

 

「直前会長幹事慰労会」を下記の通り実施します

何かとご多忙の事と存じますがご参加下さい。 

  日時 ７月２１日（木） 点鐘 １９：００      

  場所  パーシモンホテル Ｂ１「柿の木」 

  会費  会員  １０，０００円     

親睦活動委員会    委員長 石原 勇介     



 

 親睦活動委員会    委員 石原 勇介     

龍山 利道会員 会員の皆様と楽しく活動させ頂

きたいと思います。一年間よろしくお願い申し上

げます。 

陣野壮太郎会員 幹事を仰せつかりました。ご指

導そしてご支援の程何卒宜しくお願い致します。 

余湖 秀夫会員 新会長期待して居ります。 

岡野 元昭会員 ガンバレ、龍山会長、陣野幹事

一年間よろしく。 

岡本比呂志会員 新会長幹事さん、一年宜しくお

願い致します。 

並木  傑 会員 龍山年度スタートおめでとうご

ざいます。私も頑張りますので宜しくご支援の程

お願いします。 

石原 勇介会員 本日誕生月です。龍山会長、陣

野幹事宜しくお願いします。 

鈴木 明子会員 龍山会長、陣野幹事一年間宜し

くお願い致します。  

小泉 哲也会員 一年宜しくお願いします。誕生

月です。 

大塚 誠一会員・神谷  稔 会員・宮川 勝平会員

吉原 良一会員・水野  武  会員・増渕 和夫会員

神谷 浩一会員・神谷 億文会員・松岡 昌宏会員 

鈴木 明子会員・内田 昌史会員 

『龍山利道会長、陣野壮太郎幹事の船出を祝し

て！今年一年宜しくお願い致します』 

また、松岡直前幹事はロータリークラブの社会的

ステータスの経験をお話しされ先輩お歴々が繋い

でくださったクラブを私たちがまた繋いでいく大

切さを訴えられました。 

 

 私自身、先日、岡野会員にご自身が副理事長を

務められる安全に関する勉強会にお誘い受けて参

加させてもらいました。 

岡野会員には、クラブの活動で時間がある度に仕

事や経営の指導をいただいております。 

岡野会員ご自身も、細沼会員から数字の見方や会

社経営の考え方を教わり、黒字で良質な会社経営

に転換できたと聞いております。 

 こういうお話を聞くとロータリークラブの本質

がここにあるんだと感じます。 

 吉原会員にも、仕事面で種々ご指導いただきベ

ルセゾンをセミナー会場としてご提供頂いたり、 

宮川会員には、諸々相談に乗ってもらったりと名

前を挙げれば限りなく皆様に学ばせていただいて

おります。 

 入会金のこと（規則改定）やらロータリークラ

ブのあり方やら運営の難しさやらいろいろ難問が

立ちはだかりますが、私もクラブの運営を通じて

また一段と皆さんから学ばせてもらい、また、ク

ラブの皆さんのお役に立てるように成長できれば

幸いです。 

 運営につきましては、叱咤激励をたくさんいた

だくことも自分の成長に繋がることです。 

どうぞご指導ご鞭撻の程を、ご支援の程をよろし

くお願い申し上げます。 

スマイル報告 

 

幹事就任挨拶 幹事 陣野壮太郎 

 前年度神谷直前会長は、会長を務められた一年

でご自身が成長されたと仰いました。 

 

会長就任挨拶 会長 龍山 利道 



 

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 

☆例会出席は 会員の義務です 

欠席の場合はＭａｋｅ ｕｐをしましょう 

★２０１６年度上期会費納入のお願い！ 

２１日（木） 夜間例会 「直前会長幹事慰労会」 １９時 

          場所：パーシモンホテル「柿の木」 

２８日（木） 通常例会 「クラブ協議会」 

8/4日（木） 通常例会 「クラブ協議会」 

１１日（木） 祝日につき例会取消 

１８日（木） 通常例会 「会員卓話」 小泉哲也会員 

２５日（木） 例会取消 「暑気払い家族例会」に振替 

２７日（木） 夜間例会 「暑気払い家族例会」 

出席 ２０名 欠席 ３名 

出  席  率 ８６．９６％  

修正出席率 ８８．００％  

会員数３０名 

（免除者７名） 

H２８.７.７ 

 委員長 神谷 稔 出席報告 
７・８月のプログラム  委員長 宮川 勝平 

 

ので、ひょっとするとロータリアンの方から声を

かけていただいたかもわかりません。いずれ、私

が声かけした中学生がロータリアンになってくれ

る日が来るかもわかりません。 

 会員のみなさん、どうかその日がくるまで元気

でがんばりましょう。 

これから1年間よろしくお願いします。 

一口メモ     投稿者   大塚 誠一 

 

 本年度、会長をつとめさせていただきます龍山

利道です。陣野壮太郎幹事とともに1年間精一杯

つとめさせていただきますので、みなさまご協力

のほどをお願い申し上げます。 

さて、ＲＩ会長テーマ「人類に奉仕するロータ

リー」を指針として、新座ロータリークラブの今

年度のテーマ「聞いて学び、共に奉仕のこころを

分かちあおう」とさせていただきました。外部講

師をお招きした時だけでなく「聞き」「学ぶ」1

年にしたいと思います。そのためには「例会の充

実」をはかり、会員相互の親睦を一層深めたいと

思います。各委員長のみなさんにはご協力のほど

をお願い申し上げます。 

また、今年度は、永らく積み重ねて来た例会が

２０００回を迎えます。どうか、みなさんで盛り上

げていただきたいと思います。 

さて、わがクラブが例会場として使わせていた

だいているベルセゾンですが、あらゆる面で勝れ

てると感じています。これは他のクラブ例会に

メーキャップすればよくわかります。これを当り

前と感じることなく、これから入会いただく方に

大いにアピールしてください。 

 当クラブは、４２年の歴史があり、現在２名の

チャーターメンバーの方がおられます。 

先日、新座第４中学校に朝の声掛け運動に参加し

て参りました。４０年前は私はまで中学生でした 

ＰＭＳ（月経前症候群） 

ＰＭＤＤ（月経前不快気分障害）  

 

ＰＭＳ聞いたことありますか？ 

月経開始の３日-１０日ぐらい前より身体的症状

（腹部緊満感、腰痛、頭痛など）精神的症状（抑

うつ気分、イライラ、怒りっぽくなるなど）が月

経開始と共に減退、消失してしまう症候群で、こ

れより精神症状が強く現れるのがＰＭＤＤです。

「病気ではないから、我慢すべき」「心療内科や

精神科へ行くべきもの」など周囲に理解されない

で悩んでいる方がいます。原因はまだはっきりし

ませんが、月経周掛における女性ホルモンの変動

が関与している可能性がある。 

治療法は、ホルモン剤、ＥＰ配合剤（ＯＣ）、抗うつ剤

等が使われており、著効があれば大変事ばれます 


