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国際ロータリー会長

バリー・ラシン 『 インスピレーションになろう 』

第2570
2570地区ガバナー
地区ガバナー 茂木 正
会長方針

『 思いを繋ぎ地域と国の発展に奉仕する 』

『 ステイタスの向上とクラブ活動の活性化 』

会長 松岡 昌宏

副会長 吉原 良一

幹事 鈴木 明子

第２０６５回例会 ７月第３週 ７月１９日（木）

五大奉仕委員長就任の挨拶
神谷億文社会奉仕委員長・神谷浩一国際奉仕委員長・大塚雄造青少年委員長
司

会 親睦活動委員

石原 勇介

で水害の点では恵まれている土地であると感じて

点

鐘 会長

松岡

おります。昔の人、先人たちは、非常に知恵があ

昌宏

ソ ン グ 「それでこそロータリー」

り、お寺とか神社は、大体、高台の地盤の強い所
に造ってあります。

会長の時間 会長 松岡 昌宏

今回の西日本の災害でもそうですが、お寺や神社
は災害時の避難場所として機能するわけです。
我が新座の平林寺も地理的には新座市の中心に
位置しますが、武蔵野丘陵の中の野火止台地の高
台に位置しております。水はけが良すぎて逆に作
物が作れず苦労したという話も聞いております。
私もお付き合いしている農家さんで、田んぼを
耕作している農家さんは確かに居りません。
お米がとれないから小麦を植えて、うどんを自家

皆様こんにちは。猛暑が続いておりますが、い

用に造っていたという歴史があるようです。

かがお過ごしでしょうか。くれぐれも熱中症には

また、当クラブは西那須野ロータリークラブを

お気を付け頂き、決して無理をしないようお願い

疎水繋がりで友好クラブになっておりますが、こ

申し上げます。

の野火止用水も川越城主、松平伊豆守が灌漑のた

本日は、まず、西日本豪雨災害に遭われた方々

めに、幕府直轄の玉川上水から分水してきたとい

にお見舞い申し上げたいと思います。大雨洪水の

う歴史があります。

後のこの酷暑、大変なことであろうことは想像に

建築家としては、よくも、測量機械も何もない時

難くないです。ボランティアンで駆け付けたいと

代にレベルを出して、水路を確保できたことに感

ころですが、物理的に難しいので何らかのご支援

心しきりでございます。そういう先人たちの遺産

が多出来たらと個人的に考えているところです。

を後世に引き継ぎをしながら、その想いをしっか

このようなニュースに接するたびに、新座は高台

りと受け取り、ロータリー活動を通じて地域社会

委員会報告

に貢献できたらと改めて思いました。
本日は、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の就任
挨拶がございます。今年一年の思いを込めて語っ
て頂きたいと思います。各委員長様どうぞ宜しく
お願い申し上げます。

親睦活動委員会

委員長

本木

英朗

「暑気払い家族例会へのお誘い」
何かとご多忙の事と存じますがご家族をお誘い
してご出席下さい。楽しいイベントを企画中です
日時：８月２５日（土）１８時から２０時

幹事報告 直前幹事 小泉 哲也

場所：ベルセゾン

６Ｆ 「芙蓉」

参加費：会員１０，０００円 ・家族 ８，０００円
高校生６，０００円・中学生～小学生高学
年（５～６年生）４，０００円
小学４年生以下 無料

スマイル報告

親睦活動委員会

委員 髙𣘺 遼太

本日、鈴木明子幹事が公務により欠席ですので
代わりに幹事報告を致します。
１、ロータリー米山記念奨学会ニュースよりハイ
ライトよねやま２２０号受信
１、地区事務所より２件受信
１）公式推薦書式受信及び ＲＩ理事の職務内
容について
・２０１９年ＲＩ国際大会にて選挙されるＲＩ

髙𣘺遼太会員スマイル報告デビュー

理事を選出する 第２ゾーン指名委員会へ

松岡 昌宏会員 本日は、五大奉仕委員長就任挨

の推薦について

拶２回目です。各委員長宜しくお願い致します。

★今年度は日本ロータリー第１ゾーンですが
２０１９年度から第２ゾーンに変更
２）平成３０年７月西日本豪雨義捐金について
及び振り込み明細書受信
１、新座ボーイスカウト・ガールスカウト中央育
成会より賛助金協力依頼
１、オペラ彩第３５年記念公演オペラ「トスカ」
の後援依頼（名義貸）

大塚 誠一会員 脱水気を付けましょう。
金子 幸男会員 暑い日が続いておりますが、暑
さに負けず頑張りましょう。
陣野壮太郎会員 神谷億文委員長、神谷浩一委員
長、大塚雄造委員長、卓話宜しくお願いします。
細沼 哲夫会員・岡野 元昭会員・宮川 勝平会員
吉原 良一会員・出浦 惠子会員・神谷 浩一会員
本木 英朗会員・神谷 億文会員・石原 勇介会員

１、富士見ロータリークラブより度計画書拝受

小泉 哲也会員・忍田 昇一会員・森

１、例会変更（志木・志木柳瀬川・和光・富士見

髙𣘺 遼太会員

朝霞キャロット）各ロータリークラブより拝受
１、クラブ会報（朝霞・富士見）各ロータリーク
ラブより拝受

克巳会員

『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、就任挨拶宜し
くお願い致します』

五大奉仕委員長就任挨拶

社会奉仕委員会の事業活動は、会員の皆様のご
出席を頼みに行われる事ばかりです。ご協力の程

社会奉仕委員長

神谷

億文

どうぞよろしくお願い致します。
何卒ご協力ご指導頂けます様お願い致しまして挨
拶とさせて頂きます。

五大奉仕委員長就任挨拶

国際奉仕委員長

神谷

浩一

昨年に引き続き今回で３回目の社会奉仕委員長
をお引き受け致しました。どうぞ宜しくお願い致
します。
社会奉仕委員会は、会長方針のもと地域社会活
動を基本とし、他の団体・行政等と連携しながら
事業展開する。その事がロータリークラブの社会
的認知度アップになる為、会員全員で事業展開を
していきたいと思います。

バリー・ランシ国際ロータリー会長のテーマは

新座ロータリークラブの長年に亘る継続事業を
遂行する。

「インスピレーションになろう」、国際ロータ
リー第２５６０地区茂木正ガバナーのメッセージ
「想いを繋ぎ地域と国の発展に奉仕する」そして

【事業計画】

新座ロータリークラブ松岡昌宏会長運営方針は

１、市民まつりへの参加

「ステイタスの向上とクラブ活動の活性化」を一

２、招待親子ボウリング大会

年間の旗印として探求していきたい。

３、新座福祉フェステバル参加

国際奉仕委員会としては、人道的な活動を広げ

４、その他地域活動

世界理解と親善平和を推進するため、本年度も国
社会奉仕委員会と致しまして、昨年同様１０月
１４日（日）開催の「第４２回
産業フェステバル

新座市民まつり

今年度は、１０月第２週に変更になったう

え市民まつりの頭に「新座快適みらい都市」をつ
けて「新座快適みらい都市

新座市民まつり産業

フェステバル こどもひろば」に変更になったよ
うです。
昨年の「こどもひろば」の催物は「スーパー
ボールすくい」を行いましたが、後日、炉辺会合
を行いどのような催し物にするか、社会奉仕委員
会で相談して決めたいと思っております。宜しく
お願い致します。

携してまいります。

こどもひろば」への参加等、

奉仕活動を展開して行きたいと考えております。
但し

際ロータリー第２５６０地区ロータリー財団と連

【事業計画】
１、基本的教育と識字率向上を図る活動
２、水と衛生を重点として環境保全運動
３、ロータリー財団への協力
４、ネパール奨学支援への協力
に取り組んでまいります。
会員の皆様のご協力を宜しくお願い致します。

西日本豪雨災害義捐金ご協力のお願い
青少年奉仕委員会

委員長

大塚

雄造
会長 松岡

昌宏

本日の例会で「西日本豪雨災害義捐金」の協力
をすることになりました。一口５，０００円以上のご
寄付を賜りたくお願い申し上げます。
地区のメッセージは『今回の被害の被災地区が
複数に渡り、被害の状況を把握するまでに相当時
今迄さまざまな事業で次世代を担う青少年の育

間を要することと拝察されます。今後義捐金の使

近年青少

い道は、被災状況の把握と被災地区からの要請に

年における覚せい剤による薬物乱用者が増加し犯

基づき慎重に判断し、被災地区に送金する』との

罪につながっているとの報告がされております。

事でしたのでご協力頂いた義援金は、第２５７０地

また、文部科学省が中学校・高等学校に対し薬物

区に送金することに致しました。ご協力の程宜し

に関する教育を指導するよう要請をしていると聞

くお願い申し上げます。

成に取り組んでまいりました。しかし

いております。そこで、７年前から「薬物乱用防

地区振込期限：2018年8月10日（金曜日）

止教室」として、新座市の高等学校や中学校で講
演会を開催する事にしました。

本日の例会にご欠席の会員様は、お手数をお掛

今年度は「第８回薬物乱用のない社会をつくる
ために！」を新座市立第六中学校で２０１９年５

け致しますが、口座振込にてご協力下さいますよ
う宜しくお願い申し上げます。

月頃になると思いますが開催する予定です。
ご協力の程宜しくお願い致します。

８月のプロラム

委員長

納入期限

宮川

勝平

2日（木） 通常例会 「クラブ協議会」
９日（木） 通常例会 「会員増強月間」に因んで
石原勇介会員増強委員長
１６日（木） 例会取消 定款による例会取消

８月２日迄 （期日厳守）

出席報告

委員長

神谷 稔

H３０.７.１９

出席 ２１名 欠席 ４名
会員数３０名 出 席 率 ８４．００％
修正出席率 ９６．１５％
（免除者５名）
クラブからの連絡

クラブから連絡

２３日（木） 例会取消 「暑気払い家族例会」に振替
２５日（土） 夜間例会 「暑気払い家族例会」 １８時
ベルセゾン ６階 芙蓉
３０日（木） 例会取消 定款による例会取消

★２０１８年度上期会費納入及び「西日
本豪雨災害義捐金」ご協力のお願い！

☆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

新座ロータリークラブ事務局

http://www.niiza-rc.jp

国際ロータリー第２５７０地区 新座ロータリークラブ

〒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

