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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

『 想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２０８１回例会 １２月第１週 １２月６日（木）

通常例会 「クラブ年次総会」 「研修会」
司

会 親睦活動委員

石原 勇介

大学を卒業します。そう考えるとあっという間の

点

鐘 会長

松岡

３０年であったなと思う今日この頃です。

昌宏

ソ ン グ 「君が代」「奉仕の理想」
唱

話 「四つのテスト」

バブル絶頂と崩壊を目の前で見、その後の失わ
れた２０年を身をもって受け止め、今日に至って
おります。辛いと思うことも多々有りましたが、

会長の時間 会長 松岡 昌宏

「一期一会」「出会いを大切に」という事をモッ
トーに歩んできてまいりましたので後悔は全くご
ざいません。むしろ、沢山の方々に出会えたから
こそ今日があるわけで、一箇所でも枝分かれの道
の行く方向が違ってたら、今こうしてロータリー
クラブの会長として皆様の前でお話をしてないわ
けです。凄く素敵な人生の先輩方にお会いできた
事、忌憚なく話せる仲間に出会えた事は私にとっ
て大きな財産となりました。有難うございます。

皆様こんにちは。

平成が終わるという事で少し感傷的になってしま

いよいよ平成最後の１２月例会となりました。

いましたが、まだ半年以上任期も残っております

平成の時代もあと残すところ５ヶ月あまりとなり

ので、２０１９年もよろしくお願い申し上げます。

ました。４月には政府も新元号を発表するような

話は変わりますが、１１月２７日、第３回会長幹

ので、本当に残りわずかとなりました。

事会が開催されました。議題は２月１６日のＩＭ

１５日にはクリスマス家族例会も開催されますの

についてが主な内容でした。森田補佐よりいずれ

で皆様のご出欠の確認を本日中に確認させていた

詳しいご指導があるとは思いますがテーマは「想

だければと思います。思い返せば私も社会人とし

いを繋ぐ」と言うものです。地区のテーマ「想い

て世に出たのが平成元年４月でしたから平成の時

を繋ぎ、国と地域社会に貢献する」を踏まえ、埼

代と共に、就職、結婚、子育て、と歩んで来たの

玉県上田清司知事の基調講演を主として、来たる

だと考える時、感慨深いものがございます。平成

２０２０年東京オリンピックと埼玉県との関わり

６年生まれの息子と平成８年生まれの娘が、来春

方、新座がブラジル国のホストタウンということ

もあり、それにちなんだシンポジウムを開催でき
たらというお話がございました。ただし、他クラ
ブからはなるべくシンプルなＩＭを望む方が多く
来週１２日に再度会長幹事会には詳細を詰めると
いうお話になりました。仔細が決まった時点で皆
様にはお知らせしたいと思います。
また２５７０地区の話として、未だに次年度の
ガバナーが決まっておらず、そのために地区補助
金がおりず、茂木ガバナーが計画していたパラオ
への医療団の派遣事業も中止せざるを得ない状況
であるとの報告がございました。とりあえず会長
幹事会のご報告を皆様にご連絡申し上げます。
本日は、年次総会になります。早いもので次年
度、陣野年度の準備スタートとなります。
皆様のより一層のご協力とご指導をお願いしたい
と思います。また本日クラブフォーラムがござい
ますが、今日はこの時間帯を利用して岡本研修
リーダーより、新しく仕入れた、研修資料につい
てその活用法等についてレクチャーがございま
す。皆様にも初心に帰って講習を受けて頂きたい
と思います。今日一日盛りだくさんではございま
すが宜しくお願い申し上げます。

４）RLIセミナーパートⅢ開催の案内
日時：２０１９年１月１９日（土） 受付 ９：００
研修 ９：１５～１７：００ (全パート共通）
場所：国立女性教員会館（ヌエック）研修棟
大会議室
５）２０１９-２０年度 地区役員手帳作成関係書類
会長・幹事登録票受信
１、志木ロータリークラブより第３回会長幹事会
議事録及び収支報告受信
１、富士見ロータリークラブより第４回会長幹事
会のお知らせ
日 時：１２月１２日（水） １８時～２０時
場 所：ベルセゾン２F「Kashiwa」
登録料：３，０００円
１、新座市商工会より新春時局講演会並びに新年
交歓会の開催の案内
日時：２０１９年１月２１日（月）１４時～
交歓会１６時～
場所：新座市商工会館３Ｆ
１、例会変更（朝霞・志木・和光・志木柳瀬川・
朝霞キャロット）各ＲＣより拝受
１、バギオ基金２０１７年度事業報告書及び基金へ
の協力依頼
１、１１月度会員親睦会収支報告書回覧

幹事報告 直前幹事 小泉 哲也

１、志木ロータリークラブより週報拝受

今月のお祝い

１、地区事務所より５件受信
１）１２月のロータリーレート １ドル＝１１２円
２）派遣学生１０月度月次報告書４名分
３）飯能ＲＣ事務所移転に伴う変更のお知らせ
移転先：357-0021 埼玉県飯能市双柳353-4
東京電力パワーグリッド（株）
川越支社飯能事務所内

神谷億文・本木英朗・宮川勝平会員に花束贈呈

「お誕生月おめでとうございます」
会員誕生月：宮川勝平・本木英朗・神谷億文 各会員
夫人誕生月：本木英朗・神谷浩一・森克巳

仮事務所：２０１８年１１月２６日より1年半
新メールアドレス：hannorc@titan.ocn.ne.jp

各会員夫人
結婚記念月：なし

委員会報告

金子 幸男会員・岡野 元昭会員・吉原 良一会員
増渕 和夫会員・森田 輝雄会員・神谷 浩一会員

親睦活動委員会

委員長

本木

英朗

本木 英朗会員・神谷 億文会員・大西 克幸会員
龍山 利道会員・鈴木 明子会員・小泉 哲也会員
森

克巳会員・髙𫞎 遼太会員

『年次総会宜しくお願い致します』

クラブ年次総会
「クリスマス家族例会」にご参加ください
日

時：１２月１５日（土）午後６時～８時

場

所：ベルセゾン ASAMA

現在６９名のご参加です。宜しくお願いします

会長エレクト

陣野壮太郎

２０１９年度役員理事を発表致します。

次年度役員理事発表
Ｒ財団委員会

地区委員長

陣野壮太郎

Ｒ財団寄付金にご協力をお願い申し上げます
＊Ｒ財団寄付金

2019～2020年度 役員・理事
理

役

１００ドル（11,200円）希望

米山記念奨学委員会

親睦活動委員会

委員

神谷 浩一

松岡 昌宏会員 本日は年次総会になります。宜

陣野壮太郎

長

吉原

良一

事

石原

勇介

長

松岡

昌宏

会 長 エ レ ク ト
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幹
直

米山記念奨学寄付金ご協力のお願い

スマイル報告

長

副

副委員長 髙𫞎 遼太

＊米山寄付金 １０,０００円 希望

会

事
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大塚

雄造

研 修 リ ー ダ ー

岡本比呂志

理事(プログラム)

岡野

元昭

理事(親睦活動)

宮川

勝平

理 事 ( 副 幹 事 )

神谷

浩一

しくお願い申し上げます。
宮川 勝平会員 誕生月です。老害にならないよ
うにします。
岡本比呂志会員 ロータリーの基本を皆さんと一
緒に学び直しましょう。
陣野壮太郎会員 次年度、役員理事の皆様ご支援
の程何卒宜しくお願いします。会員の皆様ご協力
何卒宜しくお願い申し上げます。

ご協力の程

宜しくお願い申し上げます

２０１９年度会長職就任にあたり

あることに平素より感謝しております。その学び

陣野壮太郎

を得られるのはその素晴らしい先輩方と分け隔て
次年度会長職の承認をいただきました陣野壮太郎

なく交流頂けるクラブの風土があるお陰です。

です。

このクラブの歴史と良い風土をより充実したも

仕事は保険のコンサルタント、相続診断士を

のとして思いを守っていくこと、楽しく快適なク

やっております。特に人生百年時代の将来設計

ラブを作っていくことがこれからの私の役目と心

（ライフデザイン）のお手伝い、計画したことを

得、精進して参ります。

叶えていくお手伝いを得意としております。お金

理事・役員をお願いしました皆様これからの一

周りのことから慶弔冠婚葬祭事、仕事や生活の

年半何卒ご支援の程をよろしくお願い致します。

様々なトラブルまでお客様には頼りにしていただ

次年度は記念すべきクラブ創設４５周年を迎えま

き対応させてもらっております。

す。会員の皆様もクラブへのご参加ご協力の程を

相続という仕事柄か私は歴史や伝統にある思い
を受け継いで行くことを何よりも大切にしており

何卒よろしくお願い申し上げます。素晴らしい思
い出に残る４５年目を作りましょう！

ます。そして保険の仕事柄か周囲の人達に安心と
快適さを感じてもらえることをやりがいにしてお

研修会 研修リーダー 岡本比呂志

ります。
新座ロータリークラブは来年４５周年を迎える
歴史を持っており、わずか入会７期目の私も先輩
方から創設から今までの経緯を少なからずお聞き
してきました。
職業奉仕、奉仕活動の積み重ねの上でこの地域
に於いて大変な実績や信頼を勝ち得ていらっ
しゃった会員先輩方から仕事についてまたは社会
人としてロータリアンとして学ばせて頂く機会が

１２・１月のプログラム

委員長

宮川

ロータリーの基本をこれから学んでいきましょう！

勝平

１５日（土） 夜間例会 「クリスマス家族例会」 １８時
場所：ベルセゾン ５階 ＡＳＡＭＡ
２０日（木） 例会取消 「クリスマス家族例会」に振替
２７日（木） 移動例会 「平林寺参拝」
１/３ （木） 例会取消 定款による
１０日（木） 通常例会 「新春卓話」 会長・幹事

出席報告

委員長

神谷 稔

H３０.１２.６

出席 ２１名 欠席 ３名
会員数３０名 出 席 率 ８７．５０％
１００％
（免除者６名） 修正出席率

クラブからの連絡
★親睦活動委員会の皆様
「クリスマス家族例会準備会」

☆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

日時：１２月１５日（土）集合時間：１７時
場所：ベルセゾン「ＡＳＡＭＡ」例会場

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

