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ようこそようこそようこそ   新座ロータリークラブへ新座ロータリークラブへ新座ロータリークラブへ   

お越しくださいましたお越しくださいましたお越しくださいました   

 

ガバナー公式訪問 

茂木正ガバナーをはじめ地区役員の皆様 

ようこそ新座ロータリークラブへ！  

ご指導宜しくお願い致します 

第２０７５回例会第２０７５回例会第２０７５回例会   １０月第３週１０月第３週１０月第３週   １０月１８日（木） １０月１８日（木） １０月１８日（木）    
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会長の時間 会長 松岡 昌宏 

 

皆様こんにちは。秋もだいぶ深まり涼しくなり

ました。朝方などは寒いくらいですがいかがお過

ごしでしょうか。本日は、待ちに待ったガバナー

公式訪問であります。 

私が会長に就任させて頂いてから四ヶ月が経ちま

して、ようやくこの時を迎える事が出来ました。 



      

 

 

  

     

  

        

 

  

 

    

  

 

 

                   

   

       

 

 

  

    

                   

   

       

 

 

 

       

   

       

 

      

 

 

ぺリリユー島での玉砕の話です。 

 太平洋戦争での戦況が悪くなり、いよいよアメ

リカ軍がぺリリユー島に上陸してくるといった

時、島民たちは、自分たちも日本軍と一緒に戦う

と代表たちが守備隊の中川州男大佐に申し出まし

た。ところが中川大佐は島民に対し「我々帝国軍

人が貴様ら土人と一緒に戦えるか」と一喝し、住

民たちを夜陰に紛れてパラオ本島に全員船で非難

させます。 

避難船が陸から離れると、日本軍人たちは、ジャ

ングルから砂浜に出て来て手を振って涙ながらに

見送ったというエピソードです。決して島民を巻

き込まないという思いから日本人が英断をしたと

いうことです。 

その後、この小さな島で激戦が行われ、日本の

守備隊１２，０００に対し米軍５０，０００圧倒的な戦力

差に日本軍は最後には玉砕しますが、米国が３日

で落とせるとしていた島を７３日間を戦い貫きま

した。なぜそこまで外国の島のために命を懸けた

のでしょうか。それはぺリリユー島には東洋最大

という飛行場があったからです。 

自分たちが一日でも長くもてば、日本本土への

空襲、上陸を遅らせられるからに相違ありませ

ん。国を想い、家族を想い、自らの尊い命を犠牲

にして下さったのだと思います。この先人たちが

命を懸けて残してくれた国を、社会を、文化を私

たちは引き継ぎ、大切に守り続けて次世代に渡し

ていくことが肝要ではないかと考えます。 

 ２５７０地区茂木ガバナー方針「想いをつなぎ国と

地域社会に貢献する」とはそういう意味と私はと

らえております。ロータリーの奉仕活動を通じ

て、これからも、世の中のためになる生き方をし

てゆきたいと思います。 

      

 

 

  

     

  

        

 

  

 

    

  

 

 

                   

   

       

 

 

  

    

                   

   

       

 

 

 

       

   

       

 

      

 

 

 

   

      

 

 

   

                 

     

          

これも会員皆様が、新座ロータリークラブを公私

にわたって支えて頂けたお蔭と感謝いたしており

ます。 

 今年度のバリー・ラシンＲＩ会長のテーマ「イ

ンスピレーションになろう」。少しずつでも廻り

に良い影響を与えるような人間になりなさいとい

う方針に、一歩づつ近づけるよう今後も精進して

参りたいと思います。 

 話はそれますが、本日は、茂木ガバナーをお招

きしておりますので、南太平洋の島国パラオ共和

国についてお話してみたいと思います。日本から

南に約３，０００ｋｍフィリピンの北東にある小さな

島国です。この国は、超親日的な国で有名です。

それを一番表しているのが国旗で、太平洋のブ

ルーの下地に黄色の満月をあしらった国旗です。

平成６年にアメリカから完全独立したときに日本

の日の丸を模して作られたものです。このお月様

には、日本という太陽の光を浴びる満月という意

味が込められ、しかも、日本に失礼だからと言っ

て真ん中ではなく、少し左にずらして配置してあ

ります。こんな国が他にありますでしょうか。 

そして、いまだに８０歳以上のお年寄りの中には

日本の童謡「ふるさと」であるとか軍歌を日本語

で歌える国民、とくにぺリリユー島には島民、子

孫がいるということが驚きです。これはひとえに

７０年以上も前の出来事に由来しております。 

 皆様もご存知の通り当時太平洋戦争中ですが、

第一次世界大戦でドイツが負けた後、国連からの 

依頼で日本の委任統治領になっておりました。 

１６世紀に、スペインの植民地になってから、ド

イツに売却され、第二次世界大戦後は米国のと長

年にわたり西欧に支配されてきた歴史を持ってい

ます。白人の植民地支配は過酷を極めるもので搾

取あるのみというのが実情です。そんな中、日本

の統治時代だけは違っていました。道路をつく

り、発電所をつくりインフラを整備し、病院や学

校も作り教育にも熱心に取り組みました。やはり

同じ東洋人として、この国が独立できるようにし

なければならないという気概が、当時の日本人は

あったのではないかと思います。やはりアジアの

開放という側面もあったのではないかと・・・。 

話は長くなりますがこの国での出来事です。 

幹事報告 幹事 鈴木 明子 

 



ご紹介 和田 法幸会員 

 

１、地区事務所より４件受信 

１）ＲＬＩセミナー パートⅡ開催の案内 

期日：１１月２４日(土)  

点鐘：９時１５分～１７時 

場所：国立女性教育会館 研修棟 大会議室 

 ２）松岡昌宏会員に「ＲＬＩセミナー パートⅠ」 

     ６セッション受講修了書 

  ３）ロータリーの友11月号 目次のお知らせ 

 ４）ハイライトよねやま２２３号 

１、２０１８年コニュニティづくり視察研修の案内 

   日 時：１１月６日（月）８時４５分集合 

   場 所：新座市民会館 第２駐車場 

   視察先：群馬県富岡市 

１、立教学院より地元関係者との懇親会のお誘い 

 日時：１１月1５日(木) 交流会１８時 

場所：立教大学キャンパス 

１、第７１回 赤い羽根共同募金運動協力依頼 

１、オペラ彩設立３５周年記念講演 オペラ「ト 

  スカ」の案内 

   日時：１２月８日（土）/９日（日）１４時 開演 

   場所：和光市民文化センター 

      「サンアゼリア」大ホール  

１、西那須野ロータリークラブより年度計画書及 

  びクラブ会報拝受 

１、１１月の例会変更（志木・志木柳瀬川・富士 

  見）各ロータリークラブより拝受 

１、埼玉りそな銀行新座支店元支店長の忍田昇一 

  元会員様より、感謝のメッセージが届いてお 

  ります。（クラブ会報１７１４号に掲載） 

入会式 

 

 この度、私達のクラブへ新しい友人が増え、こ

こに入会式を執り行うことになりました。 

会員の皆様と共に新しい友人をお迎えしたいと存

じます。 

新入会員の和田さん、心より歓迎申し上げます。

ロータリークラブには、世界共通の定款細則があ

り私達は皆それを遵守して行動しております。 

あなたも入会されましたら定款細則を遵守して頂

けますか。 

「はい！遵守致します」と宣言して入会式は滞り

なく終了いたしました。 

茂木ガバナーよりロータリー胸章を付けて頂く 

和田法幸新入会員 

  和田法幸さんをご紹介いたします。彼は、埼玉

りそな銀行新座支店の支店長として、忍田昇一さ

んの後任として１０月から赴任してきました。 

人柄も良く仕事熱心で申し分ない人物です。 

新座ロータリークラブに相応しい方なので推薦致

しました。先日の市民祭りでは、忍田さんと共に

率先して奉仕活動をして頂きました。また先日の

りそなのゴルフ大会ではなかなかの腕前でした。 

皆様どうぞ宜しくお願い致します。 

新入会員のご紹介 会長 松岡 昌宏 

   わだ のりゆき 
会員：和田 法幸    生年月日：Ｓ.４２．５.２９        

奥様：裕美様 

趣味：読書・ゴルフ・スポーツ観戦 

勤務先：埼玉りそな銀行新座支店 

TEL：048-884-2261 FAX：048-474-3323  

 

寄付金贈呈 

新座ＢＳ第１団   団委員長 山本 誠一 



 
新座市美しい街づくり委員会  

                                    会長 獅子倉眞一     

 

 新座ロータリークラブの皆様から、長きにわた

り新座ＢＳ・ＧＳ中央育成会に対し賛助金を受け

賜わり大変ありがとうございます。 

 本日頂いた賛助金は、今後の各団の活動資金と

して有効かつ適正・公正に活用させて頂く所存で

す。今後とも宜しくお願い申し上げます。 

 皆様ご存知の事と存じますが、平成１６年に新

座ロータリークラブ創立３０周年記念事業の一環

として、新座駅前にイルミネーションの設置をし

て頂きました。 

その管理委託を受け今年で１５年目になります。

頂いた浄財を活用して、今では当時よりバージョ

ンアップされていて、新座駅を利用する方や付近

の住民の皆様に大変喜ばれております。 

市役所には、イルミネーションを楽しみにしてい

る方から『何時点灯するのですか』と問い合わせ

が来るようになったそうです。 

取り付ける我々も大変うれしく思っております。 

 毎年１２月１日より１月３１日の２ヶ月間点灯

しておりますので、是非皆様も見に来て下さい。 

 

 新座市民まつり 第４２回 「こどもひろば」に

協力の頂きありがとうございました。 

社会奉仕委員会    委員長 神谷 億文     

 

 「１０月度会員親睦委員会・ 

  和田法幸新入会員の歓迎会」のお知らせ 

日時：１０月２５日（木）１９時～ 

場所：ベルセゾン「ＴＡＫＡＳＡＧＯ 」  

 会費：５，０００円 

 ご参加下さいますよう宜しくお願い致します。 

親睦活動委員会    委員長 本木 英朗     

 

委員会報告 

米山記念奨学委員会   委員長 萩原 勇     

再度米山寄付金にご協力をお願い申し上げます。   

 

松岡 昌宏会員 茂木ガバナー、渋澤地区幹事、

長根クラブ奉仕会員増強委員、ようこそ新座ロー

タリークラブへいらっしゃいました。本日はご指

導宜しくお願い申し上げます。 

和田さんご入会おめでとうございます。 

鈴木 明子会員 茂木ガバナー、渋澤地区幹事、

長根クラブ奉仕会員増強委員、ようこそ新座ロー

タリークラブへ！宜しくお願い致します。 

和田さんご入会おめでとうございます。 

大塚 誠一会員 茂木ガバナー様ご遠方よりよう

こそおいで下さいました。 

金子 幸男会員 茂木ガバナーようこそ！よろし

くご指導お願いいたします。 

スマイル報告 

親睦活動委員会     委員 陣野壮太郎     



 
それは、それぞれに伝えられている親祖先からの

想いを体現し次の時代へ、ロータリー活動を通じ

て地域社会に伝える事、発信する事です。 

１、国際平和への活動と推進。ロータリー活動の

根本をなす、世界で善い事をするをさらに推し進

める。  

 それぞれの皆様が、それぞれの地域で行ってき

ました奉仕活動を世界でも行いましょう。ロータ

リークラブが主導して行ってきたポリオの撲滅を

完全に成し遂げる事。希望の風基金を充足してゆ

く事。大きな災害や疾病撲滅への活動を更に強化

してゆく事。またそうした事業を世界にアッピー

ルする事により、こうした事業の拡大を加速させ

る事に繋げます。 

１、インスピレーションを与えられる為のロータ

リアンの自分創り。  

 年間３万人の自殺者が出る国を、身近じかな事

からところから変え青年たちに自信と勇気と誇り

を持てる国創りの為の活動をロータリーが国際協

力として地域を巻き込んで行なってゆく。 

国際支援 (パラオ共和国)を通じて、たとえ小さ

な国でも日本に目を向けてくれている国々との関

係を強化する事、そうした国際協力に若い人々が

目を向け、海外と一緒に動く時、自分の国を見つ

めて、日本国への敬愛の念が湧き、日本人として

の誇りと自信が生まれます。そうした若者達を育

成し次の時代を託す事をロータリー活動の一つの

目的とします。 

１、会員増強（１０％up）について  

 世界で良い事をしたいという気持ちは、ロータ

リー会員に限らず誰でも持っている事です。一人

ではできないこともロータリー活動を通じてなら

出来ます。心ある人々がロータリークラブに入会

して、世界で良い事が出来る仲間創りをしたいと

思って頂ける活動をする。同じ目的を持つ仲間は

多い方が良い。私達の目的地に早くたくさんの事

を、心ある仲間を一人でも多く増やす事によって

実現できます。まさしく私たちの活発な活動が会

員増強に繋がるのです。 

私たち其々の在り方を通じて社会の皆様はロータ

リーを感じて頂けるのです。それこそが BE THE 

INSPIRATION という事であります。 

 

岡野 元昭会員 茂木正ガバナー公式訪問を心よ

り歓迎致します。ご指導を宜しくお願いします。 

和田さん入会おめでとうございます。 

岡本比呂志会員 茂木ガバナーようこそ新座ロー

タリークラブへ。ご指導宜しくお願い致します。 

大塚 雄造会員 茂木ガバナー様心より歓迎致し

ます。和田さんご入会おめでとうございます。 

龍山 利道会員 茂木ガバナーようこそお越し下

さいました。 

小泉 哲也会員 茂木ガバナー心より歓迎申し上

げます。ご指導のほどよろしくお願い申し上げま

す。和田さんご入会おめでとうございます。よろ

しくお願い申し上げます。 

陣野壮太郎会員 大尊敬している茂木ガバナー今

日を楽しみにお待ちしておりました。和田会員ご

入会おめでとうございます。 

神谷  稔 会員・宮川 勝平会員・吉原 良一会員 

水野  武 会員・萩原 勇 会員・本木 英朗会員 

神谷 億文会員・石原 勇介会員・大西 克幸会員 

森  克巳会員・髙𣘺 遼太会員  

『茂木ガバナー、渋澤地区幹事、長根クラブ奉仕

会員増強委員、ようこそ新座ロータリークラブへ

いらっしゃいました。本日はご指導宜しくお願い

申し上げます。和田さんご入会おめでとうござい

ます。今後とも宜しくお願い申し上げます』 

ガバナー卓話 

 

【私の年度の運営指針】 

 ＲＩ バリー ラシン会長のテーマ 

  『 インスピレーションになろう 』を受けて   

 私達の年度は地区テーマを『想いを繋ぎ地域と

国の発展に奉仕する』とさせて頂きます。  

    ＲＩ第２５７０地区ガバナー 茂木 正 



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 
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他団体の方々に参加を促しつながりを持ち深めて

いくことができます。こうした普段の例会活動を

一工夫することでポリオ撲滅や人道的奉仕への会

員の意識を高め参加意識を持つことができるよう

になります。 

クラブ協議会 

 

会員増強・育成について活発な意見交換をした。 

第１テーブ     発表者 大西 克幸 

テーマ：「クラブのサポートと強化」 

 

 人道的奉仕活動は私達の普段の例会活動を少し

工夫することでできることが分かりました。 

例えば、ポリオを撲滅するというテーマで会員が

ポケットマネーを寄付する機会を作る。明確な寄

付の目的を作ることでポリオ撲滅の現状について

知り参加意識を持つ事ができます。ちょうど来週

水曜日１０月２４日は世界ポリオ撲滅デーです。

翌日の新座クラブ夜間例会でポリオ撲滅について

現状をシェアし私達でも寄附を募ることができま

す。それに他団体との協力やつながりを深めるこ

とが、奉仕の増加に繋がるとすれば他団体を積極 

的にお招きする事できっかけを作ることができま

す。本日入会の和田会員よりロータリークラブの

会員と活動に興味を持っている人は多いという発

言がありました。我がクラブは今年ＩＭの主催、来

年は４５周年の祝賀会を迎えます。この式典に他

団体でご活躍の方々をお招きすることもできま

す。そして夜間例会にゲスト参加を設けることで 

第２テーブ     発表者 陣野壮太郎 

テーマ：「人道的奉仕の重点化と増加」  

 

ロータリーって何をやっているの？奉仕団体？等

見えにくくなっている。そこで認知してもらうた

めのＰＲについて様々な意見が出ました。 

・青少年奉仕委員会の薬物乱用防止教室の継続 

・朝の声掛け運動、身障者招待ボウリングも継続 

・情報発信 インターネットやマスコミ、ＳＮＳ  

 インスタ、ＦＢ、プロモーションビデオの活用  

・ロータリーのお誘いや今日からロータリアン等  

 の冊子を、地区独自のものを作成してはどうか 

 

 飲酒運転撲滅キャンペーンや朝の清掃、青少年

祭等先取りしてきた団体がＲＣだった。今一度原

点に戻りイベントを見直して認知度の向上を図る 

第３テーブ     発表者 石原 勇介 

テーマ：「公共イメージと認知度の向上」   

全会員でお出迎え 

茂木ガバナー遠路お越し頂きありがとうございます 


