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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２０７３回例会 １０月第１週 １０月４日（木）

通常例会 「ガバナー補佐訪問」
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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」

ゲ ス ト 森田輝雄様（新座）ＲＩ第２５７０地区
第２グループガバナー補佐

会長の時間 会長 松岡 昌宏
地震、台風、水害と国民が辛苦を味わっている。
今だからこそ、私共ロータリーのような奉仕団体
の存在意義が問われているのではないかと感じて
おります。身を引き締めてロータリー活動に邁進
すべきではないかと思います。
今年度の２５７０地区茂木ガバナーの３つの重
要テーマ①想いを繋ぎ地域と国の発展に奉仕する
②会員の増強③公共イメージと認知度の向上があ
皆様こんにちは。天気の悪い中、多数の方の例
会出席ありがとうございます。

ります。このうち③の公共イメージを上げる方策
として、先月もお話しした新座墓園前の交通安全

本日は待ちに待ったガバナー補佐訪問です。ガ

の立て看板の補修再利用は、費用対効果で有用で

バナー補佐も第２グループ内を多数訪問され、思

はないかと感じています。新座ロータリークラブ

うところが沢山あると存じますので本日の卓話楽

を前面に出しアナウンスが出来ればと思います。

しみにしております。

皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

話は変わりますが、１０月に入り今年も終わり

さて、先日の夜間例会の時にもお話をしました

に近づいて参りましたが、振り返ってみれば、今

が忍田会員に転勤の辞令が下りました。一年半の

年は自然災害の非常に多かった年だと思います。

お付き合いで大変寂しく感じますが、転勤先でも

別の形にしろロータリーで学んだ奉仕の実践をし
第１３４３・４号

ていただきたいと期待しております。後任の埼玉
りそな銀行の支店長も是非ロータリークラブに入
りたいとおっしゃっておりますので、ご審査頂き
仲間に加えて頂ければ嬉しく存じます。そして、

会費：ロータリアン５，０００円
１、朝霞ロータリークラブより、第２グループ第
２回会長・幹事会議事録受信
１、クラブ会報（富士見・志木）各ロータリーク
ラブより拝受

いよいよ陣野壮太郎年度が始動致します。そこで
２０１９～２０年度役員理事の指名委員会を現在の役
員理事で行いますので宜しくお願い致します。

今月のお祝い

本日は、森田ガバナー補佐のもと、一丸となっ
て再出発する日になればと思います。森田ガバ
ナー補佐宜しくお願い致します。

幹事報告 幹事 鈴木 明子

会員誕生月：鈴木明子・金子幸男・神谷 稔
各会員
夫人誕生月：増渕和夫・水野

武 各会員夫人

結婚記念月：石原勇介・水野

武・金子幸男・

大西克幸 各会員
１、地区事務所より４件受信

委員会報告

１）次期ガバナー推薦依頼について
２）国際ロータリー第２５７０地区(埼玉西北部)
「茂木年度ガバナー月信2018-19年度

米山記念奨学委員会

委員長 萩原

勇

１０月号」が完成いたしました。
第２５７０地区のホームページでご覧下さい
★今回はｗｅｂ掲載のみとなっており、冊
子は発行されません
３）曽我世話人代表より２０１８年決議審議会の
お知らせ
・決議審議会は電子投票により毎年１０月
１５日から１１月１５日の一か月間開催

先日卓話をさせて頂きましたが、ロータリーク

・決議審議会開催案内と決議案集（ＲＩ日

ラブの奉仕理念に感銘を受けた米山梅吉氏は東京

本事務局尾畑氏作成）並びに決議案の概

ロータリークラブを創立。そして、米山翁の偉業

要（翻訳検討委員会事務局刀根ＰＤＧ作

を記念して立ち上げた「米山基金」は日本と世界

成圧縮ファイル）受信

を結ぶ懸け橋として後世に残したい有意義な事業

４）２０１８年度 米山記念奨学部門・クリスマス

に成長しました。１０月は米山月間になっており

会の案内

ます。ご無理は申し上げられませんが、できるだ

日時：１２月２日(日) 点鐘１７時

け全会員の皆様の善意の寄付金をお願い申し上げ

場所：川越東武ホテル

ます。 米山寄付金：１０，０００円（希望）

社会奉仕委員会

委員長

神谷

億文

問お疲れ様でございます。ご指導よろしくお願い
します。
神谷

稔 会員・岡野 元昭会員・宮川 勝平会員

水野

武 会員・増渕 和夫会員・萩原

勇 会員

並木 傑 会員・本木 英朗会員・神谷 浩一会員
神谷 億文会員・龍山 利道会員・石原 勇介会員
大西 克幸会員・小泉 哲也会員・森

克巳会員

髙𣘺 遼太会員
新座快適みらい都市

『森田輝雄ガバナー補佐、本日はご指導宜しくお

新座市民まつり産業フェス ティバル

願い申し上げます。今年一年宜しくお願い致しま

第４２回 「こどもひろば」参加ご協力のお願い

す』

日時：１０月１４日（日）ＡＭ９：００～ＰＭ３：００

ガバナー補佐卓話

場所：新座市役所市民第二駐車場
催物：スーパーボールすくい
集合時間

社会奉仕委員会・会長・幹事

第２グループガバナー補佐

般入のため ８：３０集合

森田

輝雄

その他の会員は交代で行いたいと思います
会場準備の為

午前の部 ９：００～１２：００

会場の後片付け 午後の部 １２：００～１６：００
お忙しい事と存じますがご出席宜しくお願い致します

スマイル報告
皆さんこんにちは。２０１８－１９年度茂木正ガバ

親睦活動委員会

委員

森

克巳

ナーの許、第２グループガバナー補佐の任を受け
させて頂きました新座ロータリークラブの森田輝
雄です。本日の訪問は初めての任務であり、戸惑
いを感じておりますが、どうぞ一年間よろしくお
願い申し上げます。
さて、私が補佐に推薦された経緯は、あまり
ロータリーに出席しなかったり、出来なかったり
であった為に、周囲の先輩ロータリアンが「役を

松岡

昌宏会員

森田輝雄ガバナー補佐、今年一

年宜しくお願いします。本日はご指導宜しくお願
い申し上げます。
鈴木

明子会員

持つ事により人は成長する」のありがたい気持で
薦めて下さったものと感じております。受けさせ
て頂いた以上、本来の業務の役割を自覚して進め
ていきたいと思います。

森田輝雄ガバナー補佐、本日は

その考えにより、各クラブは「クラブ」、地区

宜しくお願い致します。

は「組織」のもと、各クラブの活性化及び充実

金子

森田輝雄ガバナー補佐、一年間

感、楽しさを地区の組織を活用して更に進めてい

頑張って下さい。私の誕生月と結婚記念月です。

けたらと思っております。これらを1年間微力で

大塚 雄造会員 森田輝雄ガバナー補佐、補佐訪

はありますがお手伝いをさせて頂きます。

幸男会員

そこで、そのお手伝いの事業としてのIMがある
のかなと思います。日程は2019年2月16日(土)の

スノーモービル等々。しかし、時間が無くなかな
か楽しむことができません。

午後、場所はベルセゾンにて！ ここまで決まっ

父が遺してくれた資産を活用してリース業を営

ており、詳細は今後の会長・幹事会で決めさせて

んでおりますが、自分の意に合った事業主様に物

頂きます。テーマは茂木ガバナーの「想いを繋ぎ

件を借りて頂いており、それが私の楽しめるよう

地域と国の発展に奉仕する」を基本にしていきた

にする一方で、その業者にも私自身、最大限の協

いと思います。

力をさせてもらっています。

また、地区大会は４月１３日・１４日になりま

これらの縁はすべて周囲の知人友人の「おかげ

す。こちらも皆さんと共に盛り上げていきたいと

さま」であります。ロータリークラブの仲間も同

思います。どうかご協力を宜しくお願いします。

じであります。更に充実した人生を送る為に与え
られた役割を進めてまいります。

さて、私自身の紹介をさせて頂きます。私は農
家の一人息子として生まれ、姉が一人おります。

最後になりましたが、新座ロータリークラブの

父は５年前に他界しました。大変厳格な父だった

松岡昌宏会長を始め会員の皆様、ＩＭ開催にあ

ため、高校までは従順な生活を送りましたが、高

たってお力添えをよろしくお願い申し上げます。

校３年の夏、反抗する気持ちで、父のスバル３６０
で伊勢まで行きました。東名高速がない時代、伊
勢志摩の夫婦岩前まで走り続けエンジンの素晴ら
しさを実感した旅でした。
その為に、今でもエンジン付きの乗り物が大好き
で、４区、２輪・３輪バイク、ジェットスキー、

１０月のプログラム

委員長

宮川

勝平

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
１８日（木） 通常例会 「ガバナー公式訪問」

出席報告

委員長

神谷 稔

H３０.１０.４

出席 ２２名 欠席 ３名
会員数３０名 出 席 率 ８８・００％
修正出席率 ８７・５０％
（免除者５名）
クラブからの連絡

11時半よりガバナー懇談会：会長・幹事
入会３年未満（森・髙𫞎）各会員様
１２時よりお食事
２５日（木） 夜間例会 「会員親睦会」 吉祥 １９時
11/1 （木） 通常例会 「Ｒ財団月間」に因んで
８日（木） 通常例会 「会員増強について」

☆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
★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。

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

