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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２０８５回例会 １月第２週 １月１０日（木）

通常例会 『新春卓話』松岡昌宏会長・鈴木明子幹事
司

会 親睦活動委員

石原 勇介

点

鐘 会長

松岡

昌宏

話は変わりますが、今月は職業奉仕月間となり
ます。私共、企業人としては、やはり、今年の消

ソ ン グ 「君が代」「奉仕の理想」

費税増税が一番の懸念事項となっております。

唱

ことに建築、不動産業界にとっては死活問題にな

話 「四つのテスト」

るほど大きいものです。前回の消費税アップの時

会長の時間 会長 松岡 昌宏

はリーマンショック後並みに消費が落ち込んだと
も聞いております。だからこそ政府もあの手この
手で、景気対策をしているのだと思います。詳し
くは後程卓話の中でも触れますが何はともかく、
ひととのつながりを大切に、実直に仕事をするこ
とで、この苦難を脱することができると信じて、
仕事に、ロータリー活動にと、今年は邁進してい
きたいと思っております。
会長に就任させて頂いてから早や半年が過ぎま

皆様、明けましておめでとうございます。

した。残り半年です。今年も頑張りたいと思いま

本日は、２０１９年１月度の初例会になります。

すので、皆様のご指導とご鞭撻をお願いして今年

宜しくお願い申し上げます。

最初の会長の時間とさせて頂きます。宜しくお願

年末年始は、かなり冷え込みましたが体調はお

い申し上げます。

変わりないでしょうか。私はいつもと変わらない
年末年始を過ごしました。私共の業界、建築の世

幹事報告 幹事 鈴木 明子

界は七草まで正月休みを取る風習がありまして、
今週は８日、９日が会社の定休日であったため本
日が仕事始めになっております。エンジンがなか

１、１月のロータリーレート

なか温まらずやっと起動し始めたところですが、

１、米山記念奨学会より感謝状並びに特別寄付金

今年はイノシシ年です。猪突猛進の精神で参りた

明細書受信 ＊領収書は1月末日前後配布予定

いと思います。

１、地区事務所より４件受信

1ドル⇒１１２円

今月のお祝い

１）パラオ慰霊ツアーの案内
期日：３月１日（金）～３月５日（火）
訪問先：パラオ諸島共和国、コロール、ペ
リリュー島
費用概算：２２万円
２）下期地区分担金納入依頼
３）世界遺産キャラバン受入のお願い
４）地区大会関係書類受信
１、第２グループＩＭの開催のお知らせ
テーマ 『想いを繋ぎ地域の発展を』

会員誕生月：岡野元昭会員
夫人誕生月：大塚雄造・岡野元昭・大塚誠一
龍山利道・髙𫞎遼太 各会員夫人

日 時 ２月１６日（土）
登録１３時 点鐘１３時３０分
場 所 ベルセゾン 会議
懇親会

結婚記念月：並木傑・龍山利道・小泉哲也 各会員

５階 Fuji

表彰 米山寄付金

６階 Hisyo

登録料 ５，０００円（全員登録）
１、富士見ロータリークラブより、第２グループ
第４回会長幹事会議事録受信
１、新座市より２件受信
１）平成30年度新座快適みらい都市市民まつり
産業フェスティバル・こどもひろば担当者
会議報告書受信
２）ＮＩＦＡだより第５８号拝受
１、2019年新座快適みらい第５回大江戸新座祭り
協議会の案内
日時：１月２４日（木）

吉原良一会員に９回目・森田輝雄会員３回目
萩原

勇会員３回目の米山功労者感謝状贈呈

「ご協力頂きありがとうございました」

１９時

委員会報告

場所：新座市役所本庁舎３０１―３０２
１、平成３０年度赤い羽根共同募金領収書受信
１、朝霞ロータリークラブより例会変更拝受
１、志木ロータリークラブより週報拝受

親睦活動委員会

委員長 本木

英朗

「新年会 新春の集い」出席のお願い

１、クリスマス家族例会収支報告書回覧

日時：１月２４日（木）

点鐘１９：００

１、年賀状回覧

場所：イタリアンテ「パーシモン」
会費：１０，０００円

乾杯

直前会長

石原 勇介

地区大会記念チャリティ－ゴルフ出席のお願い
日時：３月２５日（月）スタート８時
場所：こだまゴルフクラブ
会費：５，０００円 ★各クラブ４名程度

ガバナー補佐 森田
「第２グループ

輝雄

IM」出席のお願い

テーマ 『想いを繋ぎ地域の発展を』
新座ロータリークラブの益々のご発展と会員皆様
のご健康をご祈念申し上げ乾杯！

日時：２月１６日（土）登録１３時 点鐘１３時３０分
ご参加ご協力の程宜しくお願い申し上げます

スマイル報告

皆様あけましておめでとうございます。昨年７
月より幹事を務めさせていただき、半年が過ぎま

親睦活動委員会

委員

森

克巳

した。議会などで欠席することが多く、松岡会長

松岡 昌宏会員 明けましておめでとうございま

を始め、皆様にご迷惑をおかけいたしていること

す。本年も皆様宜しくお願い申し上げます。

を、まずもってお詫び申し上げます。残り半年と

鈴木 明子会員 明けましておめでとうございま

なりましたが、２月１６日にはＩＭが控えており

す。本年もよろしくお願い申し上げます。

ます。森田ガバナー補佐を更に補佐して、ＩＭを

神谷

稔 会員 皆様より沢山の年賀状ありがと

開催に向け頑張ってまいりたいと思っておりま

うございました。松岡会長後期も頑張って下さい

す。会員の皆様には、いろいろご協力いただくこ

森田 輝雄会員 おめでとうございます。２月１

ととなりますがよろしくお願い申し上げます。

６日（土）のＩＭ宜しくお願い申し上げます。

さて、平成３０年の今年を表す漢字は「災」で

金子 幸男会員 明けましておめでとうございま

した。西日本豪雨や大阪北部、北海道地震など大

す。本年も宜しくお願い致します。

規模災害が頻発した一年でありました。地球温暖

吉原 良一会員 今年の初打ちは、東松山カント

化による豪雨や台風の増加が今後も懸念されてお

リーでメンバーに恵まれ３９ストロークが出ました

ります。

岡本比呂志会員 あけましておめでとうございま

そんな災害の多い一年ではありましたが、１２

す。本年も宜しくお願い致します。

月２６日の埼玉県上田知事の定例会見で、埼玉県

大塚 雄造会員 新年あけましておめでとうござ

の今年１年を象徴する漢字は「勢」と発表されま

います。今年もよろしくお願いします。

した。平成３０年１月の全国都道府県対抗駅伝で

龍山 利道会員 あけましておめでとうございま

の優勝を皮切りに、２月のマラソンで設楽悠太選

す。本年も宜しくお願いします。

手が当時の日本記録を更新。平昌（ピョンチャ

陣野壮太郎会員 新年明けましておめでとうござ

ン）パラリンピックでは深谷市出身の村岡桃佳選

います。今年度も新座ロータリークラブの皆様の
ご健康を祈念しております。

オンズがリーグを制覇。１２月にはサッカーの天

小泉 哲也会員 明けましておめでとうございま
す。本年も宜しくお願い申し上げます。
大塚 誠一会員・細沼 哲夫会員・岡野 元昭会員
宮川 勝平会員・並木 傑 会員・増渕 和夫会員
萩原

勇 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・森

克己会員

髙𫞎 遼太会員・和田 法幸会員
『明けましておめでとうございます。会長幹事の
新春卓話楽しみにしています』

新春卓話

手が５個のメダルを獲得。プロ野球では西武ライ

幹事 鈴木 明子

皇杯で浦和レッズが頂点に立った。など「スポー
ツで勢いを感じた」との内容でした。
２０２０年には東京オリンピック・パラリン
ピックが開催されますし、新座市ではブラジル連
邦共和国選手団の事前キャンプ地として登録され
ております。
先ほども申し上げましたが、２月に開催されます
ＩＭでは、そのオリンピック・パラリンピックが
テーマでもありますし、上田知事の基調講演の中
でも「勢」あるお話がお聞きできるかもしれませ
ん。
また、次年度の陣野壮太郎会長の年度では新座
ロータリークラブの４５周年行事も控えておりま
す。今年は我が新座ロータリクラブも「勢」ある
一年になるように邁進し、残り半年の幹事職を務
めて参る所存でございますので、今度ともご指導
を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

新春卓話

会長 松岡 昌宏

います。しかし、お知り合いになれて良かった。
この間の話面白かったよ。と言ってもらえるよう
になるならそれはそれで一つの成長ではないかと
勝手に自負しております。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いたら、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

皆様、新年明けましておめでとうございます。
いよいよ平成最後の新春例会となりました。平成
の時代もあと残すところ４ヶ月余となりました。
４月には政府も新元号を発表するようなので、
本当に残りわずかとなりました。年末年始は大分
冷え込みが厳しく体調を崩された方が多い中で、
本日も２５名ものご出席を賜りありがたく感謝し
ております。
思い起こせば、昨年７月に会長に就任させて頂
いてから早いもので７ヶ月目に入ろうとしており
ます。残り半年でございますが、今年はＩＭも控
えておりますので皆様方のより一層の、ご理解と
ご協力をお願いしたいと思います。
思い返せば私も社会人として世に出たのが平成元
年４月でしたから平成の時代と共に、就職、結婚
子育て、と歩んで来たのだと考える時、感慨深い
ものがございます。決して平坦な道のりではあり
ませんでしたが、バブル絶頂と崩壊を目の前で見
その後の失われた２０年を身をもって体感し今日
に至っております。いつも自分で心がけておりま
す事は「一期一会」「出会いを大切に」という事
を常に念頭に置きながら毎日を過ごしています。
必ず素敵な出会いがある。良い意味で影響を与え
てくれる先輩に巡り会えると信じ、そうです。
インスピレーションを与えてくれる人々と知己に
なり、ここまで自分を成長させてもらってきたよ
うように感じてます。皆様はインスピレーション
を与えられるような人間にもうなれましたでしょ
うか。私はまだまだ道半ばと言ったところでござ

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。２０１９年も宜しくお願い申し上
げます。
話は変わりますが、１２月１９日第４回会長幹
事会が開催されました。議題は２月１６日のＩＭ
についてが主な内容でした。森田補佐よりいずれ
詳しいご指導があるとは思いますが、テーマは
「想いを繋ぐ」と言うものです。地区のテーマ
「想いを繋ぎ、国と地域社会に貢献する」を踏ま
え、埼玉県上田清司知事の基調講演を主として、
来たる２０２０年東京オリンピックと埼玉県との
関わり方、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。
また、当新座クラブ内での役割分担も森田補佐、
細沼実行委員長、鈴木幹事とで１２月２７日炉辺
を開き割り振らせて頂きました。後程、詳細につ
いてはご連絡させて頂きますので宜しくお願い申
し上げます。
また、２５７０地区の話として、２０１２〜２０１３
年度のパストガバナーである吹上ロータリークラ
ブの鈴木秀憲氏が２０１９〜２１２０年度のガバナーに
就任して頂くこととなりました。再登板になられ
ます。皆様で第２５７０地区を盛り上げて頂きた
いと思います。
最後になりますが、旧年中は皆様に大変お世話
になりましたが、本年もどうぞ宜しくお願い申し
上げて新春卓話とさせて頂きます。
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