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２０１８～１９年度の新座ロータリークラブの会長

を務めさせて頂くことになりました松岡です。 

これから一年間宜しくお願い申しあげます。 

 思い返せば２０１２年の５月に細沼会員と増渕会

員のご紹介でロータリーのお仲間に入れて頂いて

から６年の歳月がたちました。今年で７年目にな

ります。今でもイニシエーションスピーチをした

ときの緊張感を昨日の事のように思い出します。 

１９７５年に新座ロータリーが設立されてから４４年

の歳月がたちました。このような伝統と歴史のあ

るクラブの会長を務めさせて頂くことは大変光栄

あるとともに、その重責に身の引き締まる思いで

あります。また、来年は元号が変わりますので平

成最後のクラブ会長でもあります。次の時代に皆

様方が培ってこられました新座ロータリークラブ

のお金では決して買うことのできない資産を次の

時代に引き継いでいくことも私に課せられている 

司   会  親睦活動委員  石原 勇介           

点   鐘  会長      松岡 昌宏 

ソ ン グ 「君が代」「奉仕の理想」 

唱   話 「四つのテスト」 

 

新・旧会長幹事のバッチ交換 

石原勇介直前会長から松岡昌宏会長へ、小泉哲也

直前幹事から鈴木明子幹事へバトンタッチ 

乾杯 直前会長 石原 勇介 

 

松岡・鈴木年度の船出を祝して 「乾杯！」 



 
役目と考えております。 

殊に本年は当クラブより、森田会員をガバナー補

佐に輩出する大切な節目の年でもありますので、

全身全霊を持って会長職を全うできるよう頑張り

たいと思います。とはいえ、ロータリー歴７年目

の若輩者ですので皆様のご指導ご鞭撻を頂戴しな

がら、１年を通して私も成長出来るよう努力した

いと思います。重ね重ね、皆様のご協力をお願い

したいと思います。 

 会長方針等は後ほどの就任挨拶で述べたいと思

います。ロータリー活動の中心はもちろん社会奉

仕活動ではありますが、会員相互の親睦を図るこ

ともそれ以上に大切だと考えておりまあす。 

私も職業柄、いろいろな団体に所属、在籍してお

りますが、ロータリークラブほどいろいろな意味

で勉強になり雰囲気の良い、もっといえば居心地

のいい、組織はないと感じております。会員相互

の交流を通して異業種のお話を聞いたり、経営者

としての、または専門職としての見解を直にうか

がえると言うことは貴重な経験でありますし、少

なからずの影響を私自身も受けてこの６年間で少

しは成長出来たのではないかと感じております。

親睦を深めることでお互いいい影響を受けながら

ＷＩＮ-ＷＩＮの関係を築けるような例会造りを目指

したいと思います。毎週木曜日を心待ちに出来る

ような雰囲気を醸し出せたら最高だと思います。 

 最後に私が、ロータリークラブが素晴らしいと

感じたエピソードを一つご紹介します。それは私

の父の葬儀の時です。東日本震災の翌年の２月に

亡くなっているのですが、元々サラリーマンで商

売をしているわけでもなく、地元も越谷市で私も

１８歳から地元を出ましたので全く地域との繋が

りもなく、仕事関係も団体にも連絡しなかったも

ので家族葬のような形で式典を行ったのですが、

その越谷の斎場にロータリーのメンバーが来てく

れたことです。ものすごく驚きました。入会間も

ない存在感の薄い会員にご厚志まで頂戴していた

く感動したのを今でも覚えています。私にとって

ロータリーの存在がぐっと近づいた瞬間でした。 

 そのときの感動を忘れずに、今年度は微力なが

らクラブに貢献できる年にしたいと思いますので

宜しくお願い申しあげます。 

 

１、7月のロータリーレート 1ドル＝１１０円 

１、規定審議会の追加会費は、2018年6月開催の 

  ＲＩ理事会により現行の1.5米ドルから1.0米 

  ドルに減額されることが決定致しました。 

１、地区事務所より４件受信 

１）半期地区分担金明細及び納入報告書 

２）各クラブの会員数報告依頼 

 ３）ガバナー公式訪問・補佐訪問準備書類一式

並びに「効果的なロータリー・クラブとな

るための活動計画の指標」 

４）2018年度ガバナー月信 

 ５）ＲＬＩパートⅠ・Ⅱ・Ⅲ・DL養成講座開催

に伴う出席督励のお願い及び出席申込書＊

８月１０日（金）までに地区事務所宛に出

欠の連絡 

 ６）ＤＬ資格者様へＲＬＩセミナー協力の依頼 

 ７）高校生社会体験活動協力事業所数調査結果 

   シート並びに私が実践する・考える職業奉 

   仕アンケートのお願い 

１、第１回会長幹事会開催の案内 

   日時：７月２４日（火）１８時 

   場所：リストランテ「パーシモン」 

   会費：３，０００円 

１、第５２回インターアクトクラブ年次大会開催 

  の案内 

１、新座市交通安全推進委員会より平成３０年夏 

  の交通事故防止運動実施について 

  出発式：７月１３日（金）１０時  

      新座市南口公園 

１、会長幹事準備会議事録回覧 

１、富士見ロータリークラブよりアンケート依頼 

１、志木ロータリークラブより週報並びに 

  ２０１８年度年度計画書拝受 

幹事報告 幹事 鈴木 明子 



 
親睦活動委員会    委員 忍田 昇一     

松岡 昌宏会員 皆様一年間宜しくお願い申し上

げます。今年度一年間が良い年となりますように 

鈴木 明子会員 一年間宜しくお願い致します。 

森田 輝雄会員 ガバナー補佐のスタートです。 

スマイル報告 

 

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：陣野壮太郎会員夫人 

結婚記念月：忍田昇一会員 

今月のお祝い 

左寄り小泉哲也直前幹事・石原勇介直前会長 

松岡昌宏会長に花束贈呈、鈴木明子幹事 

「お誕生月おめでとうございます」 

委員会報告 

 

 今年度グローバル補助金奨学候補生の小西亜紀

さんをお預かりすることになりました。 

来週、ロータリー財団 奨学学友・平和フェロー

委員長の福山健朗様とお見えになります。 

ロータリー財団委員会 委員長 陣野壮太郎     

 

「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２６日（木） 点鐘 １９：００      

  場所  リストランテ「パーシモン」 

  会費  会員  １０，０００円     

親睦活動委員会    委員長 本木 英朗     

 

１、第３回大江戸新座祭り招待状拝受 

１、市民新報社より書中広告掲載依頼書並びに   

  「新座・和光版」及び「志木・ふじみ野版」 

を合併号とするお知らせ受信 

１、埼玉県腎・アイバンク協会より第２９回総会 

  資料受信 

１、年度計画書配布  

 ＊例会場用とご自宅用として２部ございます。  

１部はお持ち帰りください。 

 

カウンセラーは、私、陣野壮太郎が担当します。 

皆様宜しくお願い致します。 

【ご紹介】 

 小西 亜季 グローバル補助金奨学候補生 

  年度：２０１９ 

  留学国：アメリカ 

  留学大学：シカゴ大学ブース・スクール・オ 

       ブ・ビジネス 

  カウンセラー：陣野壮太郎会員 

  出身校：国際基督教大学教養学部卒 

  現住所：埼玉県和光市新倉 



 

 

  

     

  

        

 

  

 

    

  

 

 

                   

   

       

 

 

  

    

                   

   

       

 

 

 

       

   

       

 

      

 

 

 

   

      

 

 

   

                 

     

          

  

        

皆さんよろしくお願いします。 

神谷  稔 会員 松岡・鈴木年度の船出を祝し

て！ 

石原 勇介会員 松岡会長、鈴木幹事一年間ご指

導宜しくお願い申し上げます。 

小泉 哲也会員 新年度誠におめでとうございま

す。心よりお喜び申し上げます！今年度も卓話宜

しくお願い致します！ 

岡本比呂志会員 松岡会長、鈴木幹事さん一年間

楽しみながら宜しくお願い致します。 

龍山 利道会員 松岡会長、鈴木幹事一年間宜し

くお願いします。 

陣野壮太郎会員 松岡会長、鈴木幹事新年度どう

ぞ宜しくお願いします。 

森  克巳 会員 松岡会長、鈴木幹事、新年度宜

しくお願い致します。 

本木 英朗会員 松岡会長、鈴木幹事一年間宜し

くお願いします。がんばれ！ 

金子 幸男会員 松岡会長、鈴木幹事一年間宜し

くお願いします。本日所用のため早退させていた

だきます。 

大塚 誠一会員・宮川 勝平会員・吉原 良一会員

増渕 和夫会員・並木   傑  会員・神谷  浩一会員 

神谷 億文会員・大西 克幸会員・忍田 昇一会員

髙𣘺 遼太会員 

『松岡・鈴木年度の船出を祝して！一年間宜しく

お願い致します。』 

もう少しで５年になろうかという、まだまだ新米

のロータリアンでございます。 

 今年度、松岡会長は「ステイタスの向上とクラ

ブの活性化」とのテーマを掲げられました。 

クラブの活性化はもちろん図っていかなくてはな

らない課題ですが、私はまだまだ皆さんの後をつ

いていくのが精一杯という状態ですので、この一

年、ロータリーを勉強しながら、松岡会長が目指

すクラブの活性化を一緒になって達成できればと

思っております。 

また、ステイタスの向上ですが、自分なりに調べ

ました所、社会的地位や自分の存在価値の向上と

いうことかと思います。社会的地位は、一石二鳥

できるものではありませんが、自分の存在価値の

向上ということでは、会長の意図することと違っ

ているかもしれませんが、まずはこの一年間、

ロータリーを勉強し、幹事を精一杯努め、そして

この新座ロータリークラブの皆さんに「鈴木を仲

間にいれて良かった」と存在価値を認めていただ

くことから初めて行きたいと思っております。  

 話は変わりますが、私の座右の銘というと偉そ

うですが「為せば成る 為さねば成らぬ何事も 

為らぬは人の 為さぬなりけり」です。 

何かを成し遂げるためには、まず行動し、諦め

ず、達成させるという強い意志を持ちなさい。と

いう意味であります。 

これはできないだろうなとやる前から諦めず、為

せば成る！！との気持ちで、いままでもチャレン

ジしてきました。 

今回も新座ロータリークラブの幹事を精一杯やり

遂げるぞ！との意気込みはあるのですが、議会と

いう私の根幹をなす仕事で、例会に出席できない

ことが多々あるかと思います。その点において

は、会員皆様のご理解を賜りたいと存じます。 

また、今回は森田ガバナー補佐を新座ロータリー

クラブから輩出ということで、ＩＭの開催も控え

ており、何より会員皆様のお力添えが切に必要な

年度であります。 

事務局の宮下さんにも一年間面倒を見ていただけ

ればと切に願っております。 

最後に、新座ロータリークラブ諸先輩方のご指導  

 

 ７月より幹事を務めさせていただくことになり

ました。 

 新座ロータリークラブには２０１３年１１月に

入会させていただき、現在は４年目、もう少しで 

幹事就任挨拶 幹事 鈴木 明子 



 

をいただきながら、一生懸命幹事を務めてまいる

所存でございますので、どうぞ一年間よろしくお

願いいたします。 

会長就任挨拶 会長 松岡 昌宏 

 

 ２０１８～１９年度、ＲＩ会長バリー・ラシン氏は

『BE THE INSPIRATION』「インスピレイションに

なろう」を今年度の会長テーマとして掲げてい

らっしゃいます。Inspirationという言葉の意味

は直訳すれば「霊感」「ひらめき」といった意味

になりますが、私が解釈するには、我々ロータリ

アン一人ひとりが、真心を込めて奉仕活動に取り

組むことで、世界平和といった究極の目標に到達

できる、またその姿を見ている、私たちの廻りの

人々が「ロータリーで素晴らしい団体ですね。」

「自分もロータリーの仲間に入って何か世の中の

ために出来ることはないだろうか」と思わしめ

る、よい意味で影響を与えうる、他人を感化する

ようなひとりの人間になりなさい。ということで

はないかと捉えています。 

陰徳を積むという伝統は日本の美しい伝統・美徳

ではありますが、もっと声を大にして外に向かっ

てアピール・アナウンスをしてもよいのではない

でしょうか。その人が輝けば、そのクラブが輝い

てくれば、ひとは必ず注目してまいります。そし

て志を同じくするひとが集まって来るはずです。

そのためには、自己研鑽も必要でしょうし、本業

の仕事中であったとしても、ロータリアンとして

の自覚を忘れずに行動をとるべきと考えます。 

仕事が忙しいから奉仕活動参加できないというい

訳をしないよう、ロータリー活動を一生懸命取り

組めば、本業も活況を呈してくるはずです。

（・・これは私自身を諫めております。） 

 
そうして小さいことの積み重ねがやがて他人様を

感化する、影響力を与えることにつながっていく

のではないかと思われます。 

 次に第２５７０地区のテーマですが、『想いを

繋ぎ、地域と国の発展に奉仕する』というのが、

茂木 正ガバナーの方針です。私達が今日あるの

は、親、祖先、先代の方々が歴史上、戦争や自然

災害等、幾多の苦難を乗り越えてこられたからあ

るわけでして、決して自分一人の力ではなし得な

いということです。子供孫たちにより良い暮らし

をさせてやりたい。世界を安寧で平和な世の中に

してやりたい。という先人たちの強い想いがあっ

たからこそ今に繋がっているわけです。その少な

からずの犠牲の上に成り立っている現世のバトン

を私共も想いを込めて次世代につなげてゆく義務

があると思います。先人方に感謝しつつ、地域や

国にロータリーの奉仕活動を通じて貢献するべき

ではないかと思います。 

 ＲＩ会長ＢＡＲＲＹ  ＲＡＳＳＩＮ氏と第２５７０地区

ガバナー茂木 正氏のテーマ・方針を受けまして   

本年度のクラブテーマを『ステイタスの向上とク

ラブ活動の活性化』とさせてい頂きたいと思いま

す。「STATUS」＝社会的地位・身分・状態という

言葉です。皆様が地域の第一線で活躍され、成功

されている方々であることは百も承知いたしてお

りますし、ステイタスシンボルはいくらでも持っ

ている事も承知しておりますが。ロータリアンと

してのステイタスをもっと昇華させて頂きたいと

思っております。 

ロータリーの奉仕活動を通じ、もっと外部にア

ナウンスして頂き公共イメージと認知度の向上に

寄与して頂きたいと存じます。「あの方素敵な方

ですね」「仕事が出来る方ですね」「忙しいのに

ボランティア活動までしているらしいね」「お近

づきになりたいですね」「自分も仲間に入れても

らえないだろうか」「どうしたら社会奉仕のお手

伝いが出来るのでしょうか」といった声が廻りか

ら聞こえてくるようなクラブになれれば素晴らし

いと思います。 

その為には、私も今一度自分を見つめ直し、仕

事も一生懸命、ロータリー活動も一生懸命、胸を

張ってロータリアンであることを言えるよう努力 
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出席 ２３名 欠席 ３名 

出  席  率 ８８．００％  

修正出席率 ８３．３３％ 

会員数３０名 

（免除者５名） 

H３０.７．５ 

 委員長 神谷 稔 出席報告 

☆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 

★２０１８年度上期会費納入のお願い 

★ 「五大奉仕委員長就任挨拶」  

  ７月１９日（木） 社奉・国奉・青少年奉   

  当該委員長は原稿をご準備下さい  

クラブから連絡 

１９日（木） 通常例会 「五大奉仕委員長就任挨拶」 

               神谷億文社会奉仕委員長 

               神谷浩一国際奉仕委員長 

               大塚雄造青少年奉仕委員長 

２６日（木） 夜間例会 「直前会長幹事慰労会」 １９時 

                リストランテ「パーシモン」 

７月のプログラム  委員長 宮川 勝平 

 

 ２０１８-１９年度日本ロータリー、第１ゾーン埼玉

西北テリトリー、国際ロータリー２５７０地区茂

木正ガバナーの元第２グループガバナー補佐の任

を賜りました森田輝雄です。 

バリー・ラシンＲＩ会長の「インスピレーション

になろう」のテーマにより「思いを繋ぎ地域と国

の発展に奉仕する」をガバナー方針としてどのよ

うに実践するかが任の一つであると思います。 

 ロータリーの仲間と共に地域に根差した活動の

結果が奉仕になると確信致します。 

 今年度ベルセゾンでＩＭの開催がございます。

身の引き締まる思いでいっぱいですが、会員の皆

様のお力添えを賜りながら邁進して参ります。 

ご協力の程どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 
してゆく所存でございます。 

自らのステイタスをあげ、新座クラブのステイ

タスをあげ、ロータークラブのステイタスのさら

なる向上を目指して、雰囲気のよい例会作り、奉

仕活動を通しての地域との関わり、新座ロータ

リークラブの益々の発展に微力ながら寄与出来れ

ばと思っております。 

皆様宜しくお願い申しあげます。 

【クラブの年度方針】 

１、会員維持と会員増強の推進（10％以上の純増 

  を目指す） 

  新座ロータリークラブの魅力を語り、会員増 

  強の意識を皆が共有する。 

２、例会の活性化 

  来週も参加したくなるような例会の雰囲気作  

  り。内容の充実 

３、ロータリー６つの重点分野に関わる社会奉仕 

  プロジェクトの実施 

  ポリオ撲滅の募金活動など 

４、ＩＭに向けた準備活動 

  実行委員会の立ち上げと、クラブをあげての  

  入念な準備 

５、４５周年へ向けての取り組み 

ガバナー補佐就任挨拶  森田 輝雄 


