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司   会  親睦活動委員  石原 勇介           

点   鐘  会     長  龍山 利道 

ソ ン グ 「君が代」「奉仕の理想」 

唱   話 「四つのテスト」 

は勿論のことですが、それ以上に当２５７０地区

の現状から危機感を覚え、決めました。 

 残念ながら、私たちの地区の会員減少はまだス

トップしていません。バブルの崩壊により始まっ

た日本全体のロータリアンの減少は既に終わり、

数年前から上昇に転じています。どのような団

体、組織でも、会員（構成員）が減ると、例外な

くパワーが減ってしまい、元気が出ません。仲間

が減るのは寂しいことです。財政面からは、行事

一つをとっても制約を受けてきます。 
 このような事情から、「会員を増やそう」を地

区重点方針の第一に持ってきました。 
会員の皆様の「知恵と元気」をいただき、クラブ

の活性化を、結果として２５７０地区の活性化を

図るべくご協力ください。」 
 皆さんで会員増強に取り組みたいと思います。 

会長の時間 会長 龍山 利道 

 

 ９月第一例会です。 

先日の台風により大きな被害が出た岩手県、北海

道のみなさまにお見舞い申し上げます。 

さて、今月１５日にガバナー補佐訪問、また１０

月６日にはガバナー公式訪問がございますので、

会員のみなさまにはご出席のほどよろしくお願い

いたします。 

ガバナー月信掲載の前嶋修身ガバナーの会員増

強についてご紹介いたします。 

 「私が本年度の地区重点方針の第一に「会員を

増やそう」としたのは、ＲＩの方針に沿ったこと 

幹事報告 幹事 陣野壮太郎 

 



 

１、地区事務所より２件受信 

１）ロータリーの友委員会より各クラブの奉仕 

  活動掲載の依頼 

 ・「社会奉仕事業を行った後のメンテナンス 

   を行っているクラブ」の情報募集 

 ・「郷土芸能・古典芸能を支えるクラブ（地 

   区）」の情報募集 

２）社会奉仕部門研修セミナー開催の案内 

日時：９月２４日（土） 点鐘：１３時～ 

   場所：東松山紫雲閣 

１、第２グループ第３回会長幹事会開催の案内 

   日時：９月１４日（金）１８時～ 

   場所：ベルセゾン 

   会費：６，０００円程度 

１、米山梅吉記念館より、秋季例祭の案内及び賛

助会員並びに１００円募金のお願いと 

館報２８号受信 

１、第２回大江戸新座祭り報告会 

   日時：９月２３日（金）１９時～２０時 

   場所：新座市役所 第２庁舎５階会議室５ 

１、朝霞キャロットロータリークラブより年度計 

  画書拝受   

１、例会変更（志木柳瀬川・朝霞）各ロータリー 

  クラブより受信 

１、他クラブ会報拝受 

１、暑気払い家族例会収支報告書回覧 

委員会報告 

 

会員誕生月：岡本比呂志・神谷浩一・陣野壮太郎      

                   各会員 

夫人誕生月：金子幸男・森田輝雄・松本四郎  

                 各会員夫人

結婚記念月：大竹久三雄・大塚誠一 各会員 

今月のお祝い 

委員会報告 

 

 ８月２７日（土）「暑気払い家族例会」でしたが、

紫雲閣で開催された「職業奉仕部門・国際奉仕部

門 合同セミナー」に、鈴木明子国際奉仕委員長

と共に出席して参りました。 

職業奉仕委員会   委員長 岡野 元昭     

 

 国際奉仕委員会活動方針についての報告 

●世界寺子屋運動 

 １、ネパール連邦民主共和国に、さいたまユネ 

   スコを通じて学校建設・教材支援 

  ※２５７０地区の支援による冠名校の設置  

   平成２８年１１月１０日開校式を予定 

 ２、フィリピン共和国に、バギオノースＲＣを 

   通じて奨学金及び教育支援 

 ３、ミャンマー連邦共和国に、今泉奨学金及び 

   ミャンマー大使館を通じての教育支援・教 

   材支援 

  ※平成２８年１１月５日（土）地区指導者研 

   修会 熊谷市ホテルにて開催予定 

  「ミャンマー大使・今泉奨学会学友と日本と 

   ミャンマーの未来を語る」 

●環境保全運動 

１、タイ王国に、タイ・シーロムＲＣを通じて 

  学校の飲料水ろ過装置プロジェクトの推進 

 ２、インドにおける新事業の検討 

   トイレ問題 実態調査プロジェクトの検討 

国際奉仕委員会     委員長  鈴木 明子     



 

親睦活動委員会    委員 鈴木 明子     

龍山 利道会員 本日、金子幸男会員の卓話楽し

みにしております。宜しくお願いします。 

陣野壮太郎会員 金子会員、卓話宜しくお願い致

します。 

金子 幸男会員 暑い日が続いております。お互

いに健康に気を付けましょう。今日は、私の卓話

です。宜しくお願いします。 

宮川 勝平会員 金子さんの卓話楽しみにしてお

ります。 

大塚 雄造会員 金子会員、卓話宜しくお願い致

します。 

松岡 昌宏会員 金子幸男会員の卓話楽しみにし

ております。宜しくお願い致します。  

鈴木 明子会員 ８月３０日から新座市議会が開

催されました。我がロータリークラブの並木会員

が、新市長としての始めての議会です。会員の皆

様、傍聴にいらして下さい。  

岡野 元昭会員・吉原 良一会員・増渕 和夫会員

本木 英朗会員・神谷 億文会員・石原 勇介会員 

『金子幸男会員、卓話楽しみにしております』 

スマイル報告 

『基本的教育と識字率向上月間』に因んで  

 

 国際奉仕支援委員会では、今年度も、各クラブ

から寄せられました支援金を、いかに効率よく現

地で、支援を待っている方々に届けられるかとい

うことに、委員会で知恵を絞り実践していきたい

と考えています。国内外の各種団体を通じての、

支援の提供では誠に、現地へ届く浄財が、極端に

少額となってしまうという実態が判明してまいり

ました。この為に当委員会では、オープンでガラ

ス越しで相手の見える支援の方法を極力とること

に努力をして、実行しているところです。 

この支援金は、「世界寺子屋運動」と「環境保全

運動」の２つの事業に使わせて頂きます。 

＊「世界寺子屋運動」では 

１）ネパール連邦民主共和国へ  

・さいたまユネスコを通じて学校建設、 

 教材支援 

・就学児童への里親支援 

２）ミャンマー連邦共和国へ 

  ・教材支援 

３）フィリピン共和国   

  ・バギオノースロータリークラブを通して  

   教材支援（デスクチェアー） 

４）今泉記念ビルマ奨学会の支援 

         （今泉清司氏 川越ＲＣ） 

  ・ミャンマー大使館（ミャンマー大使館を 

   通しての支援） 

＊「環境保全運動」では 

 １）タイ王国  

・タイ・シーロムロータリークラブを通じ 

 て学校へ飲料水ろ過装置、設置の支援 

 ２）インド 新事業の検討案件 

   ・１２億１６００万人のうち９０％の人が 

地区国際奉仕部門支援委員   金子 幸男 

 

「暑気払い家族例会」出席のお礼 

 ８月２７日（土）開催の「暑気払い家族例会」

には、多数ご出席頂きありがとうございました。 

お陰様で無事終了いたしました。９月は、プログ

ラムの関係で「会員親睦会」はございませんが、

引き続き宜しくお願い致します。       

親睦活動委員会    委員長 石原 勇介     

 

●国際支援活動金について 

 寺子屋運動・環境保全運動に是非とも理解いた

だき、会員一人当たり２，０００円の支援をお願い

したい。※昨年は９８％のクラブが支援に協力 



 

図や写真の説明を記入

します。 

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！ 

クラブからの連絡 

前夜祭から出席の方  

 日  時：９月２３日（金） 出発時間：１４時 

    集合場所：パーシモンホテル            

＊神谷 億文会員のお車６名  

 神谷 稔 会員・金子幸男会員・岡野元昭会員  

 松岡昌宏会員・陣野壮太郎会員（前夜祭のみ 

 宿泊有） 

＊森田 輝雄会員のお車２名  鈴木明子会員 

  ★宿泊：ビジネスホテル アジサイ 予約済    

                   (0287-36-8181) 担当 千葉さん       

★運転代行車２台 西那須野ＲＣ益子様に依頼   

式典のみ出席の方  

 日時：９月２４日（土） 出発時間、場所は後日連絡 

☆内田 昌史会員のお車３名 

 龍山利道会員・神谷 浩一会員 

単独 石原 勇介会員 

 

【連絡事項】 

★龍山利道会長・陣野壮太郎幹事・鈴木明子国際

奉仕委員長は、前夜祭のプログラムの中に西那

須野ロータリークラブ角橋 徹会長とプレゼン

ト交換があるそうです。３，０００円位の商品を

ご用意下さい。尚 龍山利道会長は、代理の方

にお願いして下さいとの事です。   

★西那須野ロータリークラブ創立45周年式典総務 

 委員長 益子 浩様（直前会長）  

携帯電話 090-3235-6364   

出席 １５名 欠席 ７名 

出  席  率 ６８．１８％  

修正出席率 ８２．６０％  

会員数３０名 

（免除者８名） 

H２８.９.１ 

 委員長 神谷 稔 出席報告 ９月のプロラム  委員長 宮川 勝平 

 

    トイレがない生活を送っているという現

状を踏まえて、委員会で検討を重ねてま

いります。 

３）アフガニスタン カブール地区等の地雷除

去支援（難民を助ける会） 

  ・地雷で被害を受けた子供たちへの支援 

 

以上のように国際奉仕委員会では、ロータリアン

の寄付により、多くの人たちへの支援活動を行っ

てまいりました。今後とも宜しくご支援をお願い

いたします。 

１５日（木） 通常例会 「武藤典夫ガバナー補佐訪問」 

          集合時間：１１時３０分 食事：１２時  

２２日（木） 祝日につき例会取消 

２４日（土） 移動例会 「西那須野ＲＣ４５周年記念式典」 

           場所：いとう家 点鐘：１０時３０分～  

２９日（木） 例会取消 「西那須野ＲＣ４５周年」に振替 

西那須野ロータリークラブ 

創立４５周年記念式典 諸事連絡 

 

この度は、お忙しいところ「西那須野ロータ

リークラブ創立４５周年記念式典」にご参加頂き

ありがとうございます。下記の日程で実施致しま

すのでご協力の程宜しくお願い申し上げます。 

 

 前夜祭 ９月２３日（金） 点鐘：１８時 

      りんどう湖ロイヤルホテル(0287-76-1122） 

    登録料：１０，０００円         

式 典 ９月２４日（土） 点鐘：１０時  

    いとう家（例会場）(0287-36-0028） 

    登録料：１０，０００円         


