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国際ロータリー会長 ジョン・ジャーム

「人類に奉仕するロータリー」

第2570
2570地区
地区 ガバナー 前嶋 修身

「知恵と元気を」

会長方針

「聞いて学び 奉仕のこころを分かち合おう」

会長 龍山 利道

副会長 吉原 良一

幹事 陣野壮太郎

第１９８４回例会 ９月第２週 ９月８日（木）

通常例会 『会員卓話』 細沼 哲夫会員

司

会 親睦活動委員

石原 勇介

これは、２０１６年のＲＩ規定審議会の決定事項の

点

鐘 会

龍山 利道

中にロータリーの根幹を揺るがしかねなないこと

長

ソ ン グ 「我等の生業」
ゲ ス ト ジョセフエグベ

を示唆しています。「ロータリーにとって例会と
ハーモニー様

Ｒ財団グローバル補助金奨学候補生
あまの

はなにか」を問うている内容です。「例会は月二
回でもよい」「例会に拘泥するから発展しない」

とものり

などの声に大きな疑問を投げかけています。ＲＩ
ビ ジ ター 天野 朝憲 様（高崎）
の方向と日本のロータリーと同じであるかを検証

会長の時間 会長 龍山 利道

する必要を感じています。
最後に「誇り高い気品に満ちた「日本の伝統的な
ロータリー文化」を堅持するために、心あるリー
ダーの皆様の勇気ある行動が沸起ることを信じて
います」と結んでいます。
「これまで」と「これから」をつなぐ私たち
ロータリアンの責務を考えたいと思います。

幹事報告 幹事 陣野壮太郎
９月第２週の例会です。９月６日（火）に朝霞
ロータリークラブに陣野幹事とメーキャップに
行って参りました。その際に栗山昇氏の卓話にて
岐阜ロータリークラブの服部芳樹氏のお話しを伺
いましたので、少しお話しさせて頂きます。
氏は２６３０地区のパストガバナーであり「源流
の会」のメンバーでもあります。その会へ９月７
日付で寄稿されました。タイトルは「例会の消え
る日はロータリーの消える日」です。

昨日は、新座ロータリークラブの家族例会に、

１、地区事務所より５件受信
１）ロータリーの友委員会より、ゾーン会議で
「女性が入会して活性化したクラブ」「例会
の席で工夫をしているクラブ」の議題にな

私まで厚かましく参加させて頂き、ありがとうご
ざいました。
時間通りにお伺いしたかったのですが、台風に
備えて越谷のパネルゲートの補強修理をしていま

り、各クラブに情報提供依頼受信
２）「第２回オリエンテーション」開催の案内

した。主人の仕事を引き継ぎ、手に油の日々にな

日時：９月１１日（土） 点鐘：１４時～

りました。おいしくお食事を頂戴致しました。あ

場所：国立女性教育会館

りがとうございました。
これからスーツケースを購入に出かけるにあた

３）バギオだより９月号
４）１１月ロータリー財団月間によせて「卓話

り娘がいよいよ出発するのだと、感慨深い思いが

者派遣依頼の案内」と「派遣依頼申込書」

沸いてきました。主人を亡くし、娘が留学に行き

５）規定審議会決定事項に伴うクラブ定款・細

家族が少なくなります。しかし、英国への進学を

則の見直しについて

目指し、応援してきた主人の気持ちを大切にして

１、地区大会開催の案内及び物故会員並びに３０
年皆出席者登録依頼

います。
皆様からの貴重な奨学金で学ぶことができるこ

委員会報告
大会１日目

とを自覚し、感謝して過ごすようにと、話してお

日時：１１月５日（土） 各種委員会：１０時３０分

ります。そして、英国のロータリーの方々に厳し

本会議：１３時～

く見守って頂ければ、幸いです。これからも引続

ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会：１８時

き、どうか宜しくお願い致します。

場所：ホテルガーデンパレス
会費：１５，０００円

ご挨拶
大会２日目
日時：１１月６日（日） 本会議：１１時３０分～
場所：熊谷文化創造館・さくらめいと

ロータリー財団グローバル補助金奨学生
ジョセフエグベ ハーモニー

１、新座市交通安全推進協議会より、平成２８年
秋の交通安全実施について及び実施要項受信
１、新座市暴力排除推進協議会より負担金領収書
１、ロータリーの友英語版購入依頼
１、例会変更（志木・和光）各ＲＣより受信
１、ジョセフエグベ

ハーモニーさんのお母さま

（秀子様）よりお礼状を拝受致しました。8/28付
みなさま、こんにちは。本日は例会にお呼び頂
きまして、どうもありがとうございます。

お礼状
委員会報告
この一年間、スポンサークラブとして受け入れ
て頂き、大変お世話になりました。どうもありが

ジョセフエグベ

秀子
とうございました。
私は無事、９月１２日の月曜日に、イギリスのロ
ンドンに一年間の修士課程のために旅たちます。
ロンドン大学の、東洋アフリカ研究学院で移民
学を専攻し、アフリカ系移民の人たちがどのよう
な政治、社会、経済的な困難を経験しているか研
究しようと思っています。

会員卓話
私の父は、ナイジェリア人で日本に移住し、ハー
フである私を育てました。残念ながら、５月２４
日に他界してしまいましたが、留学先で、父の国

「キューバ」よもやま話

細沼

哲夫

の現状そして移民の人々のストーリーを学び父を
心に入れて留学したいと思っています。
留学中は、お世話になったこの新座ロータリーク
ラブと２５７０地区のコミュニティーを忘れず、
そして恥をかかせないように勉強に専念するとと
もに様々な形で日本の文化や歴史などを発信した
いと思っています。
今後とも引き続きどうぞ宜しくお願い致します。
また現地に着いたら報告させていただきます。

７月に、米国と国交正常化したキューバへ行っ
て参りました。
驚いたのは旧態依然とした社会主義国家、統制経
済の国を目の当たりにしたことです。

スマイル報告
米国との国交正常化とはオバマ大統領の見せか
けの手柄に過ぎず、実際には米国からの経済制裁
は解かれておらずキューバ経済は完全な統制経済

親睦活動委員会

委員

神谷

億文
です。自由競争も市場原理もなく働く人のほとん
どは公務員と言う社会主義国家、共産主義国家そ
のものでした。
そもそも、カナダかメキシコからの乗り換えし
かキューバに行くことはできず、キューバのハバ
ナ空港に到着しても荷物が出てくるのに２時間半
もかかる状況。働く意欲もサービス精神もない国

龍山

利道会員

本日、細沼哲夫会員、卓話宜し

産業は、葉巻とサトウキビです。

くお願いします。
陣野壮太郎会員

だと感じます。

細沼大先輩の卓話、とても楽し

同様の国、ロシアや中国、北朝鮮そして隣国の

みにしておりました。

ベネズエラとは国交があり中国製の品質の悪いバ

細沼

スで移動する機会がありました。

哲夫会員

拙い卓話ですが宜しくお願い致

キューバで最高級のホテルですら食事が不味くて

します。
金子

幸男会員

細沼会員の卓話楽しみにしてお

だというのが印象的でキューバ音楽の魅力は素晴

ります。
岡本比呂志会員

細沼さん、卓話楽しみにしてお

雄造会員

細沼会員、卓話宜しくお願い致

億文会員

豪邸と車がそのまま残っていて見ることができま
す。アルカポネの往時にはキューバに世界的なカ

します。
神谷

らしいものがありました。
アルカポネもキューバを拠点にしていたようで

ります。
大塚

困りましたが、女性は小柄でスタイルが良く美人

細沼会員、卓話楽しみにしてい

ジノの歓楽街（それが結果的にはラスベガスと

ました。宜しくお願い致します。

なった）を作る計画がかなり進んでいたそうで

神谷

す。

稔 会員・岡野 元昭会員・宮川 勝平会員

吉原 良一会員・増渕 和夫会員 ・萩原 勇 会員
本木

英朗会員・石原 勇介会員・小泉 哲也会員

『細沼哲夫会員、卓話楽しみにしております』

米国との国交正常化のニュースに、これからの
キューバの経済成長など期待して日本人の旅行予
定者も年間３千人だったものが３万人になったよ

う で す が、働く 意 欲 も担 当者 も 少 ない
キューバでは、対応しきれないと聞きま
した。
日本人の旅行客も、なかなかキューバ
には行く機会がないかもしれません。
行くとしてももっと発展してからの方が
お勧めです。

む と う す け お

武藤典夫ガバナー補佐訪問 タイムスケジュ－ル
むとうすけお

１２：３０

第１９８５回例会

司会

石原

勇介

点鐘

会長

龍山

利道

武藤典夫ガバナー補佐訪問タイムスケジュ－ル
訪問日：２０１６年９月１５日（木）
ロータリーソング
場

所：ベルセゾン６階（芙蓉の間）

１０：４５

ベルセゾン１Ｆボヌール集合
会長・幹事

１１：００

「奉仕の理想」

ゲスト・ビジター紹介

龍山

利道

会長の時間

龍山

利道

幹事報告

陣野壮太郎

２名

ガバナ－補佐と懇談（２Ｆ柏）
委員会報告
補佐・会長・幹事

３名
スマイル報告

１１：３０

会議室会場設営（６Ｆ 芙蓉の間）
出席報告
ＳＡＡ・親睦活動委員会集合
１３：００

卓話

第２５７０地区第２グループ

会員集合時間
ガバナ－補佐 武藤典夫様
１１：４５

登録
テーマ「ガバナー公式訪問に先立って」

１２：００

ガバナ－補佐入場

１２：００

全員で食事

１３：３０

９月のプロラム

委員長

宮川

勝平

点鐘

例会終了

出席報告

委員長

神谷 稔

H２８.９.８

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」

出席 １７名 欠席 ６名
会員数３０名 出 席 率 ７３．９１％
修正出席率 ８７．５０％
（免除者７名）
クラブからの連絡

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

★２０１６年度上期会費納入のお願い！

10/6（木） 通常例会 「前嶋修身ガバナー公式訪問」
集合時間：１１時３０分 食事：１２時

☆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
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

http://www.niiza-rc.jp
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