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 今年も早いもので師走を迎えました。 

本年、例会場での例会もあと２回です。次回も是

非ご出席ください。 

さて、来年１月１９日（木）の例会が２０００回記

念例会です。会員全員出席を目指しておりますの

で、みなさまご予定のほどお願い申し上げます。 

「２０００」といいますと、比叡山での荒行に「千

日回峯行」がありますが、これを二回満行された

方がおられます。まさに二千日に渡ってのご修行

です。一日、一日を重ねた結果ですが、我がクラ

ブにおいての２０００回も諸先輩方が積み重ねて頂

いた結果です。 

多くのご苦労に感謝しながら、楽しい例会にいた

しましょう。 

本日は年次総会です。 

次年度会長のもと、意義深いクラブ運営を目指し

て会員のみなさまのご協力をお願いいたします。 

 

１、地区事務所より３件受信  

 １）アトランタ世界大会参加のお願い 

２）第２回会員増強・公共イメージセミナー開 

  催の案内及びアンケート依頼 

日時：１月１９日（日）点鐘：１３時３０分 

   場所：紫雲閣 

３）派遣年度２０１８年７月１日～２０１９年６月３０日 

   ロータリー財団海外派遣奨学生募集のポス 

  ター掲示のお願い 

１、第２８回暴力追放・薬物乱用埼玉県民大会の 

幹事報告 幹事 陣野壮太郎 



 

クリスマス家族例会のお知らせ 

 １２月に入り何かとお忙しい事と存じますが、

ご家族お誘いのうえ多数ご参加下さい 

 日時：１２月１７日（土）１８時～ 

 場所：ベルセゾン ５Ｆ 浅間 

 会費：会員１０，０００円 家族８，０００円  

     中学生３，０００円 小学生高学年 １，０００円 

    小学生低学年以下 無料 

 アトラクション：テーブルマジック 

親睦活動委員会    委員長 石原 勇介 

 
親睦活動委員会    委員 神谷 億文     

スマイル報告 

委員会報告  

 

「R財団寄付金」ご協力のお願い 

 ２４日付でご案内致しましたが、ロータリー

レート（１ドル⇒１０６円）変更に伴い１２月

より、お一人 １０，６００円のＲ財団寄付金のご協

力を宜しくお願い致します 

米山奨学委員会    委員長 森田 輝雄 

米山寄付金ご協力のお願い 

米山寄付金のご協力を宜しくお願い致します 

  お一人 １０，０００円 

 

  参加依頼 

集合日時：１月２５日（日）１０時４５分 

   集合場所：新座市役所第３駐車場      

１、西那須野ロータリークラブより週報受信 

Ｒ財団委員会     委員長 小泉 哲也 

 

会員誕生月：宮川勝平・本木英朗・神谷億文 各会員 

夫人誕生月：本木英朗・神谷浩一 会員夫人 

結婚記念月：なし 

今月のお祝い 

神谷億文・本木英朗・宮川勝平会員に花束贈呈  

「お誕生月おめでとうございます」 

 

「薬物乱用防止講演会」参加ご協力のお願い 

日時 １２月１５日（木）１４：４５～１５：３５ 

場所 新座市立第四中学校 

議題 「第６回 薬物乱用のない社会をつくる   

       ために！」 

講師 ＮＰＯ法人埼玉ダルク 代表 辻元俊之氏  

 

【連絡事項】 

 ＊乗り合いの場合  

   集合時間：１４時   

     集合場所: ベルセゾン  

青少年奉仕委員会  委員長 大塚 雄造   



クラブ年次総会   

 

２０１７年度役員理事を発表致します。 

 

2017～2018年度 役員・理事  

理

 

事

 

役

 
 

員

 
 

会 長 石原 勇介 

副 会 長 岡野 元昭 

幹 事 小泉 哲也 

直 前 会 長 龍山 利道 

会 長 エ レ ク ト   

ク ラ ブ 奉 仕 
松岡 昌宏 

会 計 細沼 哲夫 

  
会 場 監 督 陣野壮太郎 

社 会 奉 仕 神谷 億文 

職 業 奉 仕 本木 英朗 

国 際 奉 仕 神谷 浩一 

青 少 年 奉 仕 大塚 雄造 

理事(プログラム) 吉原 良一 

理事 ( 親睦活動 ) 内田 昌史 

理 事 ( 副 幹 事 ) 鈴木 明子 

研 修 リ ー ダ ー 岡本比呂志 

         会長エレクト 石原 勇介    

ご協力の程 宜しくお願い申し上げます 

次年度役員理事発表 

 

龍山 利道会員 本日、年次総会です。宜しくお

願いします。 

陣野壮太郎会員 あっという間に師走ですね。 

新年 良き年となりますよう・・・ 

本日の年次総会宜しくお願いします。 

石原 勇介会員 次年度会長を精一杯努めて参り

ます。ご指導宜しくお願い致します。 

宮川 勝平会員 今月誕生月です。 

金子 幸男会員 もう１２月ですね。一年が短く

なりました。 

増渕 和夫会員 先日、クラブ親睦ゴルフで１０

年ぶりに優勝致しました。楽しく出来ありがとう

ございました。  

森田 輝雄会員 本日、早退させて頂きます。 

米山寄付金のご協力を宜しくお願い致します。 

大塚 雄造会員 １２月１５日（木）「第６回 

薬物乱用のない社会をつくるために！」の講演会

にご出席宜しくお願いします。 

鈴木 明子会員 新座駅のイルミネーションが点

灯されていました。 

ロータリーのみかんもたわわに実っていました。 

ぶらり新座の旅でみかん狩りをされたようです。 

神谷 浩一会員 総会おめでとうございます。 

小泉 哲也会員 Ｒ財団寄付金のご協力を宜しく

お願い致します。 

神谷  稔 会員・細沼 哲夫会員・岡野 元昭会員

吉原 良一会員・並木   傑 会員 ・本木 英朗会員 

神谷 億文会員・松岡 昌宏会員 

『総会おめでとうございます』 

会長エレクト         石原 勇介    
 

 先ほど行われました年次総会においてご承認頂

き、２０１７年度会長職を務めさせて頂くことにな

りました石原でございます。 

 小泉次年度幹事を始め次年度役員の皆様ならび

に新座ロータリークラブ会員各位の皆様、一年間

どうぞ宜しくお願いいたします。 

 若輩者の私が会長の大役を仰せつかって良いも

のだろうかと正直思いましたが、これも勉強のい 

２０１７年度会長職就任にあたり     石原 勇介 



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 

クラブからの連絡 

出席 ２０名 欠席 ３名 

出  席  率 ８６．９６％  

修正出席率 ７８．２６％  
会員数３０名 

（免除者７名） 

H２８.１２.１ 

 委員長 神谷 稔 出席報告 １２月のプロラム  委員長 宮川 勝平 

１５日（木） 移動例会 「薬物乱用防止講演会」 １４時 

               場所：新座四中学校 

１７日（土） 夜間例会 「クリスマス家族例会」 １８時 

               ベルセゾン ５Ｆ 「浅間」 

 

これからの半年間も皆様からたくさんのご指導を

頂きながら、より良い方針、テーマを考えたく

思っておりますので何卒よろしくお願い申し上げ

ます。ご清聴ありがとうございました。 

 
い機会を頂いたと思い、皆様から叱咤激励を頂き

ながら精一杯努めて参りたいと思います。 

 二年前、神谷浩一パスト会長の時に幹事を仰せ

つかった時にもお話させていただいた事ではあり

ますが、いつも第一例会の時に唱和しています

「４つのテスト」の中で「みんなのためになるか

どうか」とありますが、来年は会長職にあたって

「みんなのためになる会長」として行動をすべく

様々な点で考えておりますが、入会８年目の私は

まだまだ経験不足が否めません。皆様から多くを

学ばせて頂きながら「みんなのためになる会長

職」を全うできるように努めて参りたいと思いま

すので、ご指導も合わせてお願いいたします。 

 さて、これから来年のテーマの話を少しだけさ

せていただきたいと思います。今までたくさんの

先輩諸兄からお話やアドバイスを頂いた上で現在

考えているテーマが「繋げよう仲間の絆、広げよ

う奉仕の和」でございます、会員増強と奉仕の幅

を広げる事に特に力を注ぎ日々目指し実践して参

りたいと考えております。 

 ５日（木） 例会取消 定款により  

１２日（木） 通常例会 新春例会 龍山会長 陣野幹事 

１９日（木） 移動例会 「２０００回記念例会」 夫婦同伴 

               パーシモンホテル 

２６日（木） 通常例会 「並木 傑新座市長 新春卓話」 

１月のプログラム 

クラブからの連絡 

新座駅のイルミネーション（創立３０周年記念

事業で寄贈）が、今年も点灯されました。 

２０００回記念例会 催し物決定   


