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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２０９３回例会 ３月第２週 ３月１４日（木）

通常例会 『ＰＥＴＳ報告』 陣野壮太郎会長エレクト
第２０９４回例会 ３月第４週 ３月２８日（木）

移動例会 『３月の会員親睦会』 於：リストランテ「パーシモン」
司

会 親睦活動委員

髙𫞎 遼太

クラブの様子などをお聞きする内にどのクラブも

点

鐘 会長

松岡

抱えている会員減少の問題、ベテランロータリア

昌宏

ソ ン グ 「我らの生業」

ンと若年会員の間の世代間ギャップの問題など、
クラブの大小はあれ、皆同じ事で悩んでいるとい

会長の時間 会長 松岡 昌宏

うことに、ある意味ほっとしたような、安心した
ような気がします。あれから、早一年の歳月が過
ぎてしまいました。あっという間の一年でした。
会長として新座クラブに少しはお役に立てたのか
甚だ疑問ではございますが、少なくとも、例会、
イベント、事業における会員の出席率だけは向上
したのではないかと思っております。これも皆様
諸先輩方のご理解とご支援があっての事と感謝い
たします。

皆様、こんにちは。本日は３月第２週の通常例
会となります。

他クラブや地区の研修などに行って一番感じた
事は、当新座クラブは非常に会の雰囲気が良いと

本日の卓話は、会長エレクト、陣野壮太郎会員

いうことです。風通しがよく気持ちの良い空気感

によるＰＥＴＳ報告になります。１０日に開催され

があります。これだけは間違いありません。外に

たプレジデント・エレクト・トレーニング・セミ

出て初めてわかる身内の素晴らしさ、これはまさ

ナーに出席頂き、何を感じ、何を学び、そして、

に当クラブの財産だと思います。これからも先輩

ご自分の年度をどうしたいかについて今日は熱く

方のロータリアンとしての生き方、仕事人として

語って頂きたいと思います。

の歩みから、どんどん栄養を吸収させて頂き自ら

思い起こせば、何もわからないまま昨年のこの

の糧にしてゆきたいと思います。

時期に、ＰＥＴＳにおもむき、戸惑いながら２５７０

出会いを大切に！が私のモットーでございますの

地区の他のクラブのエレクトたちと語らい、他の

で、また明日から仕事に、ロータリー活動に励ん

ＲＬＩ修了書授与

で参りたいと思います。
話は変わりますが、先日もアナウンスしました
当クラブの友好クラブの西那須野ロータリークラ
ブとの合同例会が４月６日にございます。
昨年、先方より１０名の表敬訪問を受けておりま
すので、皆様の振るってのご参加をお願い申しあ
げます。来年は新座クラブの４５周年事業もござ
いますので宜しくお願い申しあげます。

森田輝雄ガバナー補佐にＲＬＩ修了書授与

幹事報告 幹事 鈴木 明子
スマイル報告
親睦活動委員会

委員 神谷

浩一

１、２０１９年ロータリー国際大会（ハンブルグ/ド
イツ）におけるクラブの信任状及び投票代議
員カード受信

松岡

１、地区事務所より４件受信

昌宏会員

陣野会長エレクト、ＰＥＴＳ報告

宜しくお願いします。

１）第２４回日本青少年交換研究会

金沢会議

鈴木

明子会員

陣野会長エレクト、ＰＥＴＳ報告

エクスカーションの案内

宜しくお願い致します。

日時：５月２５日（土）１３時～１６時４５分

金子

場所：県立音楽堂

にしています。

登録料：２，０００円

陣野壮太郎会員

２）地区大会記念チャリティーゴルフコンペ組
合せ表受信（当該会員に送信済）
３）地区役員委員の委嘱について

幸男会員

陣野さんのＰＥＴＳの報告楽しみ
ホワイトデーですね！私は昨日

済ませました。日曜日にＰＥＴＳ出席して来ました
ので卓話でご報告致します。宜しくお願いします
細沼 哲夫会員・岡野 元昭会員・吉原 良一会員

ロータリー財団委員会奨学学友・平和フェ

増渕

和夫会員・萩原

ロー小委員会委員 陣野壮太郎会員

森田

輝雄会員・神谷 浩一会員・本木 英朗会員

職業奉仕委員会 委員

石原 勇介会員・森

森田輝雄会員

４）地区大会における選挙人名簿提出のお願い
「選挙人登録表」及び「地区大会決議案」

勇 会員・並木

傑 会員

克巳会員・髙𣘺 遼太会員

『陣野壮太郎会長エレクト、ＰＥＴＳ報告楽しみに
しています』

１、第１回新座市青少年市民会議理事会開催
１、他クラブ会報（西那須野・朝霞・志木・富士
見・朝霞キャロット・志木柳瀬川）各ロータ
リークラブより拝受

「三クラブ合同例会」ご参加のお願い
日時：４月６日（土）スタート：８時３７分
会場：西那須野カントリークラブ
懇親会：１８時 いとう家 締切：３月１９日

ＰＥＴＳ報告

が参加させて頂きました。仕事では壮年の私です
が会場では大変目立つ最年少新人と感じました。

会長エレクト

陣野壮太郎

ＲＩマーク・ダニエル・マローニー会長エレク
トは「ロータリーは世界をつなぐ」をテーマとし
「ロータリーで私たちは、お互いの違いを超え、
深く、意義あるかたちでお互いにつながることが
できます」と訴えています。
「ロータリーは、ロータリーがなければ出会うこ
とがなかった人びと、職業上の機会、私たちの支
援を必要とする人たちとのつながりをもたらして

２０１９-２０新座ロ ータリークラブテーマは、
「時代の変化に対応しクラブとその思いを未来へ
つなぐ」で行きたいと思います。
新座クラブは例会での交流でお互いに職業奉仕
を学び合う雰囲気と伝統があることに加え、会員
の世代を超え、会員の家族同士まで交流できる親
睦の良さが伝統になっているかと感じています。
この伝統を良くして繋げて行くことが私の会長と
しての第一のテーマです。

くれます」さらに、多様な会員から成る会員増強
委員会を設立することで、現在クラブに反映され
ていない地域社会の人たちを特定するようすべて
のロータリークラブとローターアクトクラブに促
すメッセージがありました。
「ロータリーでの活動と家族との時間が競合せ
ず、互いに補完し合うような文化をつくっていく
必要があります」とＲＩ会長エレクト。
「これには、現在の文化を変えるための現実的な

そして、この良いクラブを残して行くために会員
増強にも努めたく考えております。３０代４０代
の新入会員を２〜３名増やします。これが私の申
し上げる時代の変化に対応するということです。
働き盛りで地域社会に貢献する意識のある有望な
方を仲間として迎え入れることはクラブにとって
大変良い変化になると確信しております。
さて、先週末日曜日に私も会長エレクトとして
ＰＥＴＳを受けてきました。貫禄ある人生の大先

ステップを取ること、つまり、期待値を現実的に
受け止め、スケジュール作りを熟考し、すべての
レベルのロータリー行事に子どもを受け入れるこ
とを意味します」ということでした。
新座の良いところを伸ばしていきながら繋いで
いければ、さらに発展する良いクラブになると確
信します。会員の皆様そして支えていただく役員
理事の皆様、次年度一年間どうぞよろしくお願い
申し上げます。

輩ばかりがいらっしゃる会場で非常に僭越でした

第２０９４回例会 ３月第４週 ３月２８日（木）

移動例会 『３月の会員親睦会』 於：リストランテ「パーシモン」
会長の時間 会長 松岡 昌宏

季節の変わり目ですので皆様にもくれぐれもお身
体をご自愛頂きたいと思います。

皆様、こんにちは。寒の戻りというのでしょう

さて、本日は平成３１年３月月度の夜間例会に

か。花冷えとでもいうのでしょうか。

なります。平成も最後の夜間例会となりました。

ここ数日肌寒い日が続いておりますが、如何お過

４月１日には新しい元号が発表になります。新し

ごしでしょうか？

い時代の始まりです。新しい時代が皆様にとって

私は先週、娘の引っ越しに京都まで出向いてまし

素晴らしいものになることを願ってやみません。

て、すっかり、風邪をひき、花粉症にもなってし

また、四月は年度替わりとなります。色々なイベ

ましました。

ントが目白押しでございます。

４月６日（土）は西那須野ロータリークラブとの

４）米山梅吉記念館創立５０周年記念式典開催

合同例会が開催されます。昨年、当方に大勢様先

日時：９月１４日（土）点鐘１４時

方より来て頂きましたので、今年は新座から８名

会場：米山梅吉記念館ホール

の参加を予定しております。

１、新座市役所より２０１９年春の交通安全運動実

そして、４月１３日（土）、１４日（日）には

施のお知らせ並びに実施要項

第２５７０地区の「地区大会」が開催されます。

実施期間：５月１０日（金）～２０日（月）

年に一度の総決算の催しですので皆様のご参加を
お待ちしております。
さらには、４月２５日に、第２グループの親睦ゴ
ルフ大会が予定されております。当クラブ得意と
する分野ですので皆様の振るってのご参加をお願
いします。
私の会長任期も残すとろ３ヶ月あまりとなりま
した。ますます頑張る所存でございますので、今

左手前より 髙𫞎・宮川・岡本・神谷稔 各会員
右手前より 森・増渕・細沼・和田 各会員

後ともよろしくお願い申し上げます。

幹事報告 幹事 鈴木 明子
１、４月のロータリーレート

１ドル⇒１１０円

１、地区事務所より「覚書（ＭＯＵ）取り交わし
のお願い」及び「クラブの参加資格認定：覚
書（ＭＯＵ）」受信

左手前より 松岡・神谷億文・石原・萩原・出浦・本木
各会員 右手前より 並木・岡野・吉原 各会員

１、米山梅吉記念館より４件
１）賛助会員募集（年間お一人3,000円）並び
に全国一人１００円募金運動協力依頼
２）春季例祭の案内（参加希望者は事務局へ）
日時：４月２０日（土）点鐘１４時
場所：米山梅吉記念館ホール
３）館報２０１９春号 Ｖｏｌ.３３

３月のプログラム

委員長

左側 松岡・神谷億文 各会員 右側 鈴木会員

宮川

勝平

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」
２８日（木） 移動例会 「３月度会員親睦会」 １９時
リストランテ 「パーシモン」

出席報告

委員長

神谷

稔

H３１.３.１４

出席 ２１名 欠席 ３名
会員数３０名 出 席 率 ８７．５０％
（免除者６名） 修正出席率 ９２．３１％

欠席の場合はＭａｋｅ ｕｐをしましょう
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
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