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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２０８８回例会 ２月第１週 ２月７日（木）

通常例会 『第２グループＩＭによせて』 森田輝雄ガバナー補佐
第２０８９回例会 ２月第２週 ２月１４日（木）

通常例会 『第２グループＩＭ 予行』 森田輝雄ガバナー補佐
司

会 親睦活動委員

石原 勇介

区の茂木ガバナーの「想いを繋ぎ、国と地域社会

点

鐘 会長

松岡

に貢献する」との方針を捉え「想いを繋ぎ地域の

昌宏

ソ ン グ 「君が代」「奉仕の理想」

発展を」というテーマで都市連合会（インターシ

唱

ティーミーティング）を開催する事としました。

話 「四つのテスト」

第２グループのロータリアンの皆様は、みな地域

会長の時間 会長 松岡 昌宏

社会に根ざした生業を主とされている方々です。
２０２０年には、オリンピック・パラリンピッ
クも来ることですし、先人方の残して頂いたレガ
シーを如何に次世代に繋ぎ、ロータリーの奉仕活
動を通して、いかに地域に社会貢献できるかを考
える一助にＩＭがなれば素晴らしいことと考えま
す。例年よりはよりコンパクトで省エネなＩＭに
なるかと思いますが、普段あまりお会いすること

皆様こんにちは。寒さ厳しい中如何お過ごしで

のない、第２グループのロータリアンの仲間と感

しょうか？

じていること、考えていること等、胸襟を開いて

本日は２月最初の通常例会となります。

話し合う場を提供できたらと思います。

いよいよ、当クラブ主催のＩＭが２月１６日と間

第２グループ全体の結束を深めることが本会の一

近に迫って参りました。

番の目的だと考えております。

今年は、ＲＩ会長、バリー・ラシン氏の「インス

今日はこの後、森田ガバナー補佐よりＩＭ当日

ピレーションになろう」というテーマを、まわり

の全体の流れ、役割分担などお話があると思いま

の人によい影響を与えられるような人間になろ

すので、皆様のご協力をお願いして会長の時間と

う。そのために自己研鑽し、ロータリーのステイ

させて頂きます。

タスを向上させましょうと解釈し、第２５７０地

今日も一日よろしくお願いします。

幹事報告 幹事 鈴木 明子

「招待親子ボウリング大会」出席のお願い
ご協力の程宜しくお願い申し上げます。
日時：２月２４日（日）

点鐘１０：００

集合：９時５０分 スタート １０：３０（２ゲーム）
食事 １２：３０からホールにて
社会奉仕委員会の方は９：４０ 時間厳守
会場：ＣＫ ＢＯＷＬ ＮＩＩＺＡ ６Ｆ

１、２月ロータリーレート

１ドル⇒１１０円

スマイル報告

１、地区事務所より１件受信
１）ＲＬＩセミナー開催の案内
日時:３月２日（土）点鐘：１３時３０分

親睦活動委員会

委員

神谷

浩一

会場:国立女性教育会館

松岡 昌宏会員 いよいよＩＭの開催が近づいて

当該会員：森田輝雄会員・石原勇介会員

参りました。宜しくお願いします。

１、第５回会長幹事会議事録及び収支報告書受信

鈴木 明子会員 ＩＭが迫って参りました。皆様

１、新座市国際交流協会評議員及び専門委員会へ

宜しくお願い致します。

の参加について

森田 輝雄会員 本日宜しくお願いします。

・評議員改選新座係る意向調査依頼

吉原 良一会員 本日早退させて頂きます。

１、東京ロータリークラブの熊平雅人氏より「抜

大塚 誠一会員・金子 幸男会員・岡野 元昭会員

粋のつづり その７８」拝受

細沼 哲夫会員・宮川 勝平会員・増渕 和夫会員

＊全会員に配布

神谷 浩一会員・萩原 勇 会員・本木 英朗会員

１、朝霞ロータリークラブより例会変更拝受

石原 勇介会員・小泉 哲也会員・森

１、新年会「新春の集い」収支報告書回覧

髙𫞎 遼太会員・和田 法幸会員

克己会員

『森田ガバナー補佐、本日は宜しくお願い致しま
す。ＩＭを会員一丸となって成功させましょう』

今月のお祝い

ＩＭによせて

第２グループガバナー補佐 森田

輝雄

会員誕生月：萩原 勇・大西克幸・森田輝雄 各会員
夫人誕生月：なし
結婚記念月：吉原良一会員
「第２グループ ＩＭ」ご参加ご協力のお願い
テーマ 『想いを繋ぎ地域の発展を』

委員会報告

日時：２月１６日（土）登録１３時 点鐘１３時３０分
会員集合時間：１１時 ５階 Fuji

社会奉仕委員会

委員長

神谷

億文

昼食：吉祥

ご参加ご協力の程宜しくお願い申し上げます

第２０８９回例会 ２月第２週 ２月１４日（木）

通常例会 『第２グループＩＭ 予行』 森田輝雄ガバナー補佐
司

会 親睦活動委員

石原 勇介

点

鐘 会長

松岡

幹事報告 幹事 鈴木 明子

昌宏

ソ ン グ 「我らの生業」

会長の時間 会長 松岡 昌宏

１、２月ロータリーレート

１ドル⇒１１０円

１、地区事務所より１件受信
１）ＲＬＩセミナー開催の案内
日時:３月２日（土）点鐘：１３時３０分
皆様、こんにちは。寒さ厳しい中如何お過ごし
でしょうか？

会場:国立女性教育会館
当該会員：森田輝雄会員・石原勇介会員

私、鬼の霍乱と言いましょうか、風邪を引いてし

１、第５回会長幹事会議事録及び収支報告書受信

まいました。インフルエンザはピークを過ぎたよ

１、新座市国際交流協会評議員及び専門委員会へ

うですが、まだまだ予断をゆるさねところがあり

の参加について

ますので、くれぐれも体調にはお気をつけ頂きた

・評議員改選新座係る意向調査依頼

いと思います。
本日は２月第２週の通常例会となります。いよ
いよ、当クラブ主催のＩＭが２月１６日と目前に

１、東京ロータリークラブの熊平雅人氏より「抜
粋のつづり

その７８」拝受

＊全会員に配布

迫って参りました。今日は、ＩＭの予行演習を絡

１、朝霞ロータリークラブより例会変更拝受

めまして森田ガバナー補佐より最終確認がござい

１、新年会「新春の集い」収支報告書回覧

ます。皆様方の忌憚のないご意見を賜りたいと思
いますのでよろしくお願い申し上げます。

委員会報告

例年に比べよりコンパクトに、よりスマートに、
それでいて内容の詰まったＩＭに出来れば最高で
はないかと思います。
当日は、スケジュールがかなりタイトになってお

親睦活動委員長 本木
「地区大会チャリティーゴルフ」に

りますので、効率よく会を運営する必要があるか
と思います。皆様方のご理解とご協力をお願いい
たします。

英朗

ご登録頂いた会員のみなさま
松岡昌宏会員・石原勇介会員・髙𫞎遼太会員・
本木英朗会員 ご協力頂きありがとうございます

私共、第２グループの８クラブのロータリアン
の絆が深まるよう、ホストクラブとして皆様をお
迎えしようではありませんか。「新座さんよかっ
たよ」と言われるよう頑張りたいと思います。
今日も一日どうか、よろしくお願い申
し上げます。

社会奉仕委員会

委員長 神谷

億文

「招待親子ボウリング大会」出席のお願い
ご協力の程宜しくお願い申し上げます。
日時：２月２４日（日）社会奉仕委員会：９時４０分
会場：ＣＫ ＢＯＷＬ ＮＩＩＺＡ ６Ｆ

スマイル報告
親睦活動委員会

委員

第２グループガバナー補佐 森田
森

「第２グループＩＭ

克巳

役割分担」

日時：２月１６日（土）
松岡

昌宏会員

２月１６日のＩＭ、皆様ご協力

宜しくお願い申し上げます。
鈴木

明子会員
輝雄会員

★５階 Ｆｕｊｉ 受付で襷と名札と食事券を受取る
②お礼袋は細沼実行委員長が手渡しする
③控室担当 金子・大塚誠一・松岡・宮川各会員

いよいよＩＭです。皆さんよろ

時間になったら５階に誘導をお願い致します。

しくお願いします。
岡野

★知事は遅れて来ます

元昭会員 ＩＭを皆でがんばろう。

陣野壮太郎会員

バレンタインデー‼

④エレベーターホール担当

今日唯一

のチョコを受付でいただきました。
金子

森

陣野・森・和田

各会員

岡野・本木・龍山・
★３階控室へ案内

⑤駐車場担当 神谷億文・小泉 各会員

幸男会員・細沼 哲夫会員・吉原 良一会員

岡本比呂志会員・増渕 和夫会員・萩原
神谷

会員集合 １１時

①下札・手土産担当：大塚雄造・森・和田各会員

本日はＩＭの予行です。よろし

くお願い致します。
森田

輝雄

正面玄関前に２台用意 ガバナーと知事の分

勇 会員

億文会員・本木 英朗会員・石原 勇介会員

★ガバナーお迎え 森田・細沼 各会員
⑥プログラムは各クラブの事務局さんに会員数を

克巳会員・髙𣘺 遼太会員・和田 法幸会員

数えて渡して頂く ★ドリンクは出席者分のみ

『皆様、一丸となってＩＭを成功させましょう』

★ドリンクは入り口ドア前に置いて配布
⑦来賓受付担当 岡本・鈴木・神谷浩一・大塚雄

ＩＭについて（予行）

造・大西 各会員
⑧例会場担当 吉原・石原・萩原・出浦 各会員
★来賓及び各クラブ会員を座席へ誘導
⑨上田知事のお迎えとお見送り担当

鈴木会員（

⑩横看板・演台花・日の丸・新座ロータリー旗は
例会場から懇親会の会場６階への移動依頼済み
⑪懇親会場の新座ロータリークラブのお席は後ろ
の３テーブルの空いている席に分かれて着座

２・３月のプログラム

委員長

宮川

勝平

２1日（木） 例会取消 「第２グループＩＭ」に振替
２４日（日） 移動例会 「招待親子ボウリング大会」
２８日（木） 例会取消 「招待ボウリング大会」に振替
３／７（木） 通常例会 「月間に因んで」 本木英朗会員
１４日（木） 通常例会 「ＰＥＴＳ報告」 陣野壮太郎会員
２１日（木） 例会取消 「祝日につき」

出席報告

委員長

神谷

稔

H３１.２.７

出席 ２０名 欠席 ４名
会員数３０名 出 席 率 ８３．３３％
（免除者６名） 修正出席率 ９１．６７％
H３１.２.１４

出席 ２１名 欠席 ４名
会員数３０名 出 席 率 ８７．５０％
（免除者５名） 修正出席率 ８７．５０％

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

