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会長の時間 会長 松岡 昌宏 

 

 皆様こんにちは。８月２日以来の通常例会とな

ります。よろしくお願いします。 

又、本日はＲ財団部門ポリオプラス委員長で新所

沢ロータリークラブの江崎様、朝霞ロータリーク

ラブの栗原会長様、滝澤幹事様、お暑い中ようこ

そ新座ロータリークラブにいらっしゃいました。 

 ８月２１日に、親クラブである朝霞ロータリー

クラブさんに鈴木幹事と共に表敬訪問させて頂い 

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」 

ビ ジ ター 江崎 浩史様（新所沢・地区Ｒ財団 

       部門ポリオプラス委員会委員長） 

      栗原  忍 様（朝霞・会長） 

      滝澤 義和様（朝霞・幹事） 

た際には歓迎して頂きありがとうございました。

生演奏のロータリーソング斉唱、卓話で朝霞消防

署の救急隊員を呼んでのＥＴＣの講習など大変た

めになる例会でございました。ありがとうござい

ます。 

 さて、今年は自然災害に見舞われる年のようで

す。今日未明も北海道で大きな地震がございまし

た。場所によっては震度７以上あったのではない

かとも言われております。 

西日本の豪雨に始まり７月８月の酷暑、先週の台

風２１号、今日朝の地震と自然が猛威を振るって

おります。私共ロータリアンが出来る事は限られ

ますが、日々の奉仕活動を通じて地域社会に関し

て貢献できればと考えております。 

 ８月の「ロータリーの友」にバリーラシンＲＩ

会長のメッセージにこんなことが書かれておりま

す。「世界を変えたければ、家に帰って家族を大

切にしなさい」これは我々がこうしてロータリー

活動ができるのも家族の支えがあっての事、足元

をしっかり固めなさい。と言う事だと思います。

そういう意味では８月２５日の家族例会は８０名

の参加者を集め大盛況となりました。ご挨拶に廻

らせて頂く中で、皆様がとても素敵なFamilyに囲

まれているのだなという事が実感できました。 

 今月は『基本的教育と識字率向上月間』でござ

います。世界にはまだまだ読み書き、そろばんで 



 

会員誕生月：岡本比呂志・神谷浩一・陣野壮太郎      

                   各会員 

 夫人誕生月：金子幸男・森田輝雄・松本四郎  

                 各会員夫人

結婚記念月：大塚誠一会員 

今月のお祝い 

 

１、９月のロータリーレート １ドル⇒１１２円 

１、ロータリー文庫決算報告書 

１、地区事務所より４件受信 

１）クラブ研修リーダーセミナー開催の案内   

   日時：１０月２０日（土）１３時３０分 

   場所：ガーデンホテル 紫雲閣 東松山 

 ２）９月８日ＲＬＩセミナーに出席の際「会員 

   満足度調査」に記入して持参（依頼）           

 ３）ガバナー月信9月号発行ホームページでご 

   確認下さい。  

４）１１月Ｒ財団月間卓話者派遣依頼申込の案

内及び申込書   

１、第４回 大江戸祭り報告会の案内 

 日時：９月１４日（金）１８：００～ 

   場所：新座市役所 ３０１・３０２会議室 

１、朝霞ロータリークラブ創立５５年記念式典・ 

  祝賀会の招待状拝受 

   日時：１０月１３日（土）登録：１６時３０分 

   場所：朝霞市民会館 ゆめぱれす「高砂」 

   会費：１万円 

１、埼玉県腎アイバンク協会設立３０年記念式典 

  のご案内拝受 

   日時：１０月２０日（土）受付：１３時３０分 

幹事報告 直前幹事 小泉 哲也 

 

はないですが、本当の初等教育すらうける機会も

与えられない子供たちがたくさんいるということ

です。私共日本人には縁遠い話かもしれません

が、月間に因んで神谷浩一国際奉仕委員長のも

と、自分たちにできることは何かと問うていきた

いと思います。 

 本日は、皆様お待ちかねの細沼会員の『バルト

三国帰国報告』です。宜しくお願い致します。 

 

   場所：浦和ロイヤルパインズホテル ４階 

   会費：５千円 

１、平成３０年秋の全国交通安全運動実施につい 

  て並びに実施要項受信 

   期間：９月２１日（金）～１０月２日（火） 

１、例会変更（朝霞・和光）クラブ会報（朝霞・   

  西那須野）各ロータリークラブより拝受 

 

 先日は、松岡会長、鈴木幹事に表敬訪問をして

頂きありがとうございました。本日は、滝澤幹事

と共にお伺いしました。朝霞ロータリークラブも

会員２８名になってしまいました。今年度の会長

方針を「復活」と掲げ邁進してゆく所存でござい

ます。どうぞ宜しくお願い致します。 

ご挨拶  

朝霞ロータリークラブ   会長 栗原  忍    



 

 

「暑気払い家族例会」出席のお礼 

 ８月２５日（土）開催の「暑気払い家族例会」には

８０名のご出席を頂きありがとうございました。

お陰様で大盛況理の内に無事終了いたしました。 

「９月度ゴルフ同好会」のお知らせ 

日時：９月１９日（水） 集合：８時３０分 

場所：東松山カントリークラブ 

「９月度会員親睦委員会」のお知らせ 

日時：９月２７日（木）１９時～ 

場所：リストランテ「パーシモン」  

 会費：５，０００円 

お忙しい事と存じますが、是非ご参加ください

ますよう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     

委員会報告 

埼玉県経営者協会の海外視察でアイスランドとエ

ストニア・ラトビア各共和国に行ってきました。 

 

栗原 忍様（朝霞）初めてお伺い致しました。宜

しくお願い致します。 

滝澤 義和様（朝霞）初めて寄らせて頂きまし

た。宜しくお願い致します。 

江崎 浩史様（新所沢）本日はお世話になります 

スマイル報告 

親睦活動委員会     委員 陣野壮太郎     

バルト三国帰国報告      細沼 哲夫     

 

松岡 昌宏会員 今月は『基本的教育と識字率向

上月間』です。皆様宜しくお願い申し上げます。 

細沼哲夫会員卓話宜しくお願い致します。 

細沼 哲夫会員 拙い卓話ですがよろしくお願い

します。 

金子 幸男会員 細沼会員の卓話楽しみにしてお

ります。 

森田 輝雄会員 栗原会長、滝澤幹事ようこそ！

色々お世話になりましてありがとうございます。 

岡本比呂志会員 ９月５日誕生日です。これから

も頑張ります。本日は所用のため早退させて頂き

ます。 

本木 英朗会員 先日の暑気払い家族例会に多く

の皆様にご出席頂き誠にありがとうございました 

陣野壮太郎会員 朝霞クラブ栗原会長、滝澤幹事

ようこそ新座クラブへ！ご指導宜しくお願い申し

上げます。地区江崎ポリオプラス委員長、初めて

のご参加ありがとうございます。これからもどう

ぞお気軽にお越しください。 

神谷  稔 会員・岡野 元昭会員・宮川 勝平会員 

吉原 良一会員・水野  武  会員・増渕 和夫会員 

出浦 惠子会員・並木  傑  会員・萩原  勇  会員 

神谷 億文会員・龍山 利道会員・石原 勇介会員 

小泉 哲也会員・忍田 昇一会員・森   克巳会員 

髙𣘺 遼太会員  

『細沼哲夫会員卓話楽しみにしております』 

「会員卓話」  



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 

１３日（木） 通常例会 「基本的教育と識字率向上月間」 

           に因んで 神谷浩一国際奉仕委員長 

               「会員卓話」  大塚誠一会員 

２０日（木） 通常例会 「米山月間」に因んで   萩原勇 

          米山奨学会委員長・髙𫞎遼太副委員長 

２７日（木） 夜間例会 「会員親睦会」パーシモン１９時 

10/４（木） 通常例会 「ガバナー補佐訪問」 

１１日（木） 例会取消 「市民まつり」 に振替の為 

１４日（日） 移動例会 「市民まつり」 第二駐車場 ９時 

 委員長 神谷 稔 出席報告 ９・１０月のプログラム  委員長 宮川 勝平 

☆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 

★１０月１４日（日） 「市民まつり」 ９時 

   場所：新座市役所第二駐車場 

★１０月４日（木）ガバナー補佐訪問 

★１０月１８日（木）ガバナー公式訪問 

  お忙しい事と存じますが、年に一度の 

     公式訪問です。全会員のご出席を 

     お願い申し上げます。    

クラブからの連絡 

クラブからの連絡 

出席 ２４名 欠席 ２名 

出  席  率 ９２．３１％  

修正出席率 例会取消 
会員数３０名 

（免除者４名） 

H３０.９.６ 

 

 バルト三国は、それぞ

れコンパクトな国ながら

中世ヨーロッパの歴史的

建造物が多く、時が止

まってしまったかのよう

な街並みが広がり、旧市

街はその街全体が世界遺

産に登録されています。  


