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 先日の２０００回記念例会には多くの会員のみ

なさまのご出席をいただき、大変ありがとうござ

いました。諸先輩方が積み上げてくださいました

歴史の節目の例会となりました。 

 本日は昨年、新座市長となられました並木傑会

員の卓話をお願いしています。「新座市が進める

まちづくり」をテーマにお話しいただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

 さて、本日は、国際ロータリー会長 ジャン・ 

司   会  親睦活動委員 石原 勇介               

点   鐘  会     長 龍山 利道 

ソ ン グ 「それでこそロータリー」 

ゲ ス ト 忍田 昇一様（入会予定者） 

       埼玉りそな銀行新座支店 支店長 

      戸田 真理子様（新座市秘書広聴課） 

 ジャーム氏の今月のメッセージをご紹介いたしま

す。 

「２０１７年は、国連の取り組みである「持続可能

な開発目標」が２年目を迎える年でもあります。

ＳＤＧと呼ばれるこの目標は、経済、政治、社会

に関する課題を１７の分野にまとめ、世界中の人

びとが手と手を取り合いながら解決を目指してい

く内容となっています。この取り組みは極めて野

心的なものですが、それくらいの心構えがなけれ

ば問題の解決は困難です。ＳＤＧが目指す最終的

な目標は、すべて人びとが平和や繁栄、安全、平

等を享受できる世界の実現に他なりません。で

は、このようなプロジェクトに対し、私達はどの

ように関わっていけばよいのでしょうか。ロータ

リーの答えは単純明快です。それは「一歩ずつ」

進んでいく、ということです。（中略）持続性の

ある真の進捗を実現するためにも、力を合わせて

共に前進していく必要があるのです。持続可能性

という概念はＳＤＧだけでなく、ロータリーの奉

仕活動にとっても鍵となる考え方です。（中略）

持続可能性という概念は、常にロータリーの中心

にある考え方です。私たちは１１２年もの経験を

有していますが、今後も活動の幅を広げていきま

す。私たちのこれまでの活動は、医療や教育、水

と衛生、そして言うまでもなくポリオ撲滅におい



 

２月度会員親睦会のお誘い 

 ２０００回記念例会には、奥様方を含め多数ご

出席頂きありがとうございました。 

早速ですが「２月度会員親睦会」のご案内を申し

上げます。何かとお忙しい事と存じますが、万障

お繰り合わせのうえご出席の程宜しくお願い致し

ます。 

 日時：２月１６日（木）１９時～ 

 場所：ベルセゾン １Ｆ 吉祥 

 会費：５，０００円  

親睦活動委員会    委員長 石原 勇介 

 

て既に結果を出しています。」 

 ロータリーの理念が常に継続を構築し、確実に

私たちにも受け継がれています。 

わがクラブにおいても多くのことが継続され、そ

れが２０００回の例会へと蓄積されました。 

 私たちには、今後次代の後輩に大切な多くのこ

とを伝える使命があります。 

どうぞ、ご協力ください。 

委員会報告  

 

 １月１７日（火）１４時半から丸井の８階にあ

る志木ふれあいプラザ会議室で開催された「国際

ロータリー第２５７０地区２０１６-１７年度職業奉仕部

門セミナー第二グループ分科会」に出席して参り

ました。武田哲部門委員長から『ロータリーの職

業奉仕』について基調説明があり、職業奉仕月間

への取り組みや活動についてや「私の職業奉仕」

などのテーマで意見交換を行いました。 

職業奉仕委員会   委員長 岡野 元昭   

 

１、地区事務所より３受信  

１）埼玉県北西インターアクトクラブより、ＲＩ第 

  ２５７０地区 第５１回次期指導者講習会 

  開催の案内 

日時：２月１１日（土）９時３０分～１６時 

場所：和光中央公民館 

２）米山記念奨学生修了式及び歓送会の案内 

日時：３月５日（日） 点鐘：１６時 

場所：川越東武ホテル 

３）２０１７-１８年度米山記念奨学生受入の有無 

１、第２グループ 第７回会長幹事会のご案内 

日 時：２月１７日（金）１８：００～ 

場 所：丸井志木店 ８Ｆ  

    ふれあいプラザ会議室  

登録料：１人 １，５００円（当日） 

１、新座市暴力排除推進協議会・新座市犯罪被害 

  者支援推進協議会合同研修会の開催の案内 

    日時：２月１７日（金）１３時半～１５時５０分 

場所：新座市民会館会議室 

１、埼玉県共同募金に伴う個人大口募金・法人募 

  金寄付のお礼状拝受 

１、認定ＮＰＯ法人かものはしプロジェクトよ

り、「世界の子供が売られる問題」を無くす    

幹事報告 幹事 陣野壮太郎 

 

  ための卓話の依頼 

１、週報拝受（西那須野・志木）各ＲＣ 

１、新年会第２０００回記念例会収支報告回覧   



第２グループ ＩＭ開催のお知らせ  

 

今年度は、武藤典夫ガバナー補佐（志木ＲＣ）

の主催で下記の通り第２グループＩＭ（都市連合

会）が開催されます。何かとご多忙の事と存じま

すが、万障お繰り合わせの上多数ご参加ください

ますよう宜しくお願い申し上げます。 

 日 時：３月４日（土）  登録１３時３０分    

             点鐘１４時３０分 

 場 所：志木市民会館「パルシティー」 

 会 費：５，０００円 （全員登録） 

 テーマ：“地域に『知恵と元気を』” 

            幹事 陣野壮太

 

龍山 利道会員 並木 傑会員卓話宜しくお願い

します。 

陣野壮太郎会員 忍田さんようこそ！お仲間にな

られること大変嬉しく感謝しております。並木 

市長！我がクラブの誇る会員さんより卓話頂ける

こと楽しみにしておりました。 

余湖秀夫元会員 ２０００回例会に招待して頂き

ありがとう。長い間お世話になりました。 

増渕 和夫会員 やっと稀勢の里が横綱に昇進い

たしました。今後も皆様の応援宜しくお願い致し

ます。 

細沼 哲夫会員 忍田昇一支店長を宜しくお願い

致します。  

並木  傑 会員 宜しくお願いします。 

金子 幸男会員 並木市長の市政報告を楽しみに

しております。勉強させていただきます。 

岡野 元昭会員 並木市長さんようこそ！ 

宮川 勝平会員 忍田さん、並木市長新座ロータ

リークラブへようこそ！卓話楽しみにしてます。 

岡本比呂志会員 忍田さん新座ロータリークラブ

へようこそ！ 

松岡 昌宏会員 並木市長本日は卓話宜しくお願

い致します。忍田支店長ようこそ新座ロータリー

クラブにいらっしゃいました。 

大塚 雄造会員 並木市長、卓話宜しくお願いし

ます。 

鈴木 明子会員 並木市長の“ため”になる話楽

しみにしています。 

宮下春美事務局 ２０００回記念例会に於いて心

のこもった花束を頂きありがとうございました。  

大塚 誠一会員・吉原 良一会員・本木 英朗会員

森田 輝雄会員 ・萩原    勇 会員・神谷 億文会員 

石原 勇介会員 

『並木 傑市長の卓話楽しみにしております』 

親睦活動委員会    委員 鈴木 明子     

招待親子ボウリング大会のご案内  

 

 恒例の「招待親子ボウリング大会」を下記の通

り実施致します。ご協力下さいますよう宜しくお

願い申し上げます。 

   

 期日：平成２９年２月２６日（日） 

     集  合 １０：００ 

     ★社会奉仕委員会の方は９：４０集合 

     スタート １０：３０（２ゲーム）     

     食  事 １２：３０～   

 会場：ＣＫ ＢＯＷＬ ＮＩＩＺＡ ６Ｆ 

       （駐車場完備）（新座駅前）   

    フリーダイヤル 0120-150213  

      TEL ０４８-４７９－７４１１ 

★心身障害者の親子（約３０名）招待 

★２月２３日（木）は「招待ボウリング大会」に振替 

社会奉仕委員会    委員長 神谷 浩一 

スマイル  



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 

委員長 宮川 勝平 

クラブからの連絡 

出席 ２０名 欠席 ２ 名 

出  席  率 ９０．９０％  

修正出席率 ９２．００％  
会員数２７名 

（免除者５名） 

H２９.１.２６ 

 委員長 神谷 稔 出席報告 ２月のプログラム 

★２月１６日（木） １９時 

  夜間例会 「会員親睦会」  

  ベルセゾン １F 「吉祥」 

★２月２６日（日） ９時５０分 ＣＫボウル 

 「招待親子ボウリング大会」 

 ９日（木） 例会取消 定款により 

１６日（木） 夜間例会 「会員親睦会」 １９時 吉祥 

２３日（木） 例会取消 招待親子ボウリング大会に振替 

２６日（木） 移動例会 「招待親子ボウリング大会」 

 ２日（木） 通常例会 「水と衛生月間」 

 ４日（木） 移動例会 「第２グループＩＭ」 １４時３０分    

               志木市民会館 パルシティー 

 ９日（木） 例会取消 「第２グループＩＭ」 に振替 

新座市長新春卓話   

 

 本日は「新座市が進めるまちづくり」について

お話をさせていただきます。 

 １、子育て支援と教育について 

 ２、高齢者生活支援・福祉医療について 

 ３、観光都市づくりへの取組について 

 ４、都市基盤整備の推進について 

   ＊大和田二・三丁目地区土地区画整理事業 

   ＊新座駅北口土地区画整理事業 

   ＊志木駅南口周辺整備事業 

   ＊新庁舎建設 

「新座市が進めるまちづくり」 

           新座市長 並木 傑 

 

   ＊地下鉄１２号線の延伸促進 

   ＊道路網の整備（保谷・朝霞線、放射７号  

    線、東久留米・志木線等） 

 ５、二つのプロジェクトの立ち上げ 

   ＊新座快適みらいプロジェクト 

   ＊仕事の見直しプロジェクト 

 

 以上、本市では、あらゆる世代の皆様にとって

未来に希望の持てる「住んでみたい ずっと住み

続けたい 魅力ある快適みらい都市」の実現を目

指して市政運営を進めております。 

今後も、皆様に御協力を賜りながら魅力あるまち

づくりを推進してまいりますので、何とぞよろし

くお願い申し上げます。 


