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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２０９８回例会 ５月第２週 ５月９日（木）

通常例会 『クラブフォーラム』
司

会 親睦活動委員

石原 勇介

点

鐘 会長

松岡

昌宏

私の会長年度も残りわずかとなってしましまし
たが、皆様のおかげで、高出席率を維持すること

ソ ン グ 「君が代」「奉仕の理想」

が出来、各イベントも大変盛大に執り行うことが

唱

出来ました。感謝いたします。

話 「四つのテスト」

少しは、先人方の想いを次世代に繋ぐことが出来

会長の時間 会長 松岡 昌宏

たのではないかと誇りに思っております、あと
２ヶ月弱ではございますが、皆様と楽しくロータ
リー活動が出来ればと考えております。
今日も、一日宜しくお願い申しあげます。

幹事報告 幹事 鈴木 明子

皆さんこんにちは。５月第一週の通常例会とな
りました。そして、令和初の例会となります。
いよいよ新しい時代の幕開けです。気分も新た
に、皆さん健康に留意してロータリー活動に勤し
みましょう。
本日は、クラブフォーラムを予定しております
が、会長エレクトの陣野会員が６月半ばまで海外
出張で皆様の前でお話しする時間がとれないとの
ことで、今日はエレクトより次年度に向けての抱
負なり、意気込みを語ってもらいたいと思いま
す。皆様、ご了承ください。

１、５月のロータリーレート

１ドル⇒１１２円

１、地区事務所より７件
１）２０１９年「地区研修・協議会」事務局登
録用紙受信
２）派遣学生１２月月次報告書受信

３）第２５７０地区米山記念奨学学友会総会及

１、新座市犯罪被害者支援推進協議会

び新規学生歓迎会の案内

日時：５月２８日（火）１５時

日時：６月２日（日）点鐘：１６時

場所：新座市役所本庁３F ３０１・３０２会議室

場所：川越東武ホテル
４）青少年交換プログラム「留学説明会」公開

１、例会変更（志木・朝霞・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

開催の案内

１、会報（朝霞・富士見・西那須野）各ＲＣより拝受

日時：６月２日（日）点鐘：１４時

１、４月度会員親睦会収支報告書回覧

会場：坂戸市文化施設オルモ

１、ＩＭ収支報告書回覧

５）「２０１９年度地区協議会」会長幹事用資
料及び会場案内の住所訂正を受信
・クラブを成功に導くリーダーシップ会長編

今月のお祝い

＊会長編はＰＥＴＳの際の資料と同一
・クラブを成功に導くリーダーシップ幹事編
をそれぞれお持ちください。
・前回の会場案内の住所の訂正
誤→深谷市萱場１６９０番
正→深谷市普済寺１６９０番
６）ガバナー月信

５月号 Ｗｅｂ掲載

７）第２７５０地区 『ロータリーデー２７５０ フェスタ
２０１９」案内及び申込書とチラシ
日時：５月１２日（日）１０時スタート
会場：アーク・カラヤン広場
８）２０１９年地区研修･協議会における女性ロー
タリーメンバー写真撮影会ご協力依頼
９）２０１９年規定審議会でのローターアクトの

和田法幸・森克巳・吉原良一各会員に花束贈呈
「お誕生月おめでとうございます」
会員誕生月：吉原良一・水野 武・森 克巳
和田法幸 各会員
夫人誕生月：岡本比呂志 各会員夫人
結婚記念月：岡本比呂志・森

克巳

各会員

変更についてよくある質問について
１、２０１８年度ネパール奨学支援ご協力のお願

委員会報告

い及び２０１７年度支援を受けた子供の写真
と手紙配布 ★お一人 ８，６００円
１、新座ボーイスカウト・ガールスカウト中央育

親睦活動委員会

委員長

本木 英朗

成会総会の案内
日時：５月１７日（金）点鐘：１８時
場所：新座市役所第２庁舎１階会議室
１、新座市暴力排除推進協議会評議委員会総会開
催の案内及び負担金納入依頼
日時：５月１４日（火）点鐘：１５時
場所：新座市役所本庁３F ３０１・３０２会議室
納入期限：６月２８日（金）
１、新座市防犯推進協議会総会の案内

「５月度会員親睦会」を開催致します
日時：５月２３日（木）

点鐘１９：００

日時：５月２８日（火）１３時３０分

場所：リストランテ「パーシモン」

場所：新座市役所本庁３F ３０１・３０２会議室

会費：５，０００円

社会奉仕委員会

委員長

神谷

億文

次年度会長

陣野壮太郎

「福祉フェスティバル」参加ご協力のお願い
日時：６月２日（日） 集合：９：３０
場所：福祉の里
役割分担 （午前・午後共に新座６名、こぶし４名）

地区協議会にご協力をお願いします

午前班 ９：３０～１２：３０ 準備作業含む

５月１９日（日）１０時から埼玉工業大学で開催されま

午後班１２：００～１５：００ 片づけ作業含む

す地区協議会に、次年度の会長・幹事・研修リー
ダー・五大奉仕委員長・Ｒ財団委員長・米山奨学

国際奉仕委員会

委員長

神谷

浩一

委員長の皆様ご出席の程宜しくお願い致します。
日時：５月１９日（日）登録９：３０ 点鐘１０：００
場所：埼玉工業大学 ２４号館（本会議場）

スマイル報告
ネパール奨学支援金ご協力のお願い
皆様ご存じの事と存じますが、ネパールの貧し
くて小学校に通えない子供たちに学費援助をする
募金協力活動です。そして、毎年、募金にご協力
頂いた皆様には、学費援助を受けた子供から、お
礼のお手紙と写真が届いております。是非ご覧く
ださい。今年度も「ネパール奨学支援金」にご協
力の程どうぞ宜しくお願い申し上げます。

親睦活動委員会
松岡

陣野壮太郎

令和初の例会でございます。宜

しくお願い申し上げます。
鈴木

明子会員

連休はいかがお過ごしでしたで

しょうか？私は花の植え替えを致しました。春は
お花がたくさん咲いていいですネ‼
金子

一口：８，６００円

昌宏会員

委員

幸男会員

令和になって初めての例会で

す。今年もよい年でありますように‼
宮川 勝平会員 令和年度もよろしく

青少年奉仕委員会
今年度も「第８回

委員長

大塚

雄造

薬物乱用防止講演会」の企

画を下記の内容にて実施する運びになりました。
会員の皆様、お忙しい事と存じますが是非ご出
席いただきたくお願い申し上げます。
日

時：５月１６日（木）
開始１３時４５分～１４時３５分

集合時間：１１時３０分
ベルセゾン集合「吉祥」で食事
出発時間：１２時３０分
＊現地集合の場合第６中に１３時
場

所：新座市立第六中学校（生徒６１３名）

岡本比呂志会員 今月は結婚記念月です。
森田 輝雄会員 皆さんお久しぶりです。
大塚

雄造会員

来週は薬物乱用防止講演会があ

ります。本日のフォーラムともども宜しくお願い
致します。
陣野壮太郎会員 先日は、委員長会議にお集まり
の皆様誠にありがとうございました。
神谷

稔 会員・大塚 誠一会員・岡野 元昭会員

吉原 良一会員・増渕 和夫会員・神谷 浩一会員
並木

傑 会員・本木 英朗会員・神谷 億文会員

小泉 哲也会員・森

克 巳会員・和田 法幸会員

『令和を祝して！陣野次年度会長宜しくお願い申
し上げます』

次年度に寄せて
2019年度会長

クラブフォーラム
青少年奉仕委員会

陣野壮太郎

委員長

大塚

雄造

２０１９年度新座ロータリークラブのテーマは
「時代の変化に対応しクラブとその思いを未来へ
つなぐ」と致しました。
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

大塚雄造青少年委員長より「薬物乱用防止講演

の世代を超え、会員の家族同士まで交流できる親

会」は今年度で８回目を数え各学校を一巡、今後

睦の良さが伝統になっているかと感じています。

の対応を話し合って頂きたいと提案された。

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。そしてこの良いクラブ

内容：これまで、新座市内の高等学校、中学校

を残して行くために会員増強にも努めたく考えて

を一通り回って来ましたが、これからも継続する

おります。３０代４０代の新入会員を２〜３名増

のか、区切りの良いところでやめて新しい企画を

やします。これが私の申し上げる時代の変化に対

考えて活動するのか等、忌憚のないご意見をお聞

応するということです。働き盛りで地域社会に貢

かせください。

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

＊今後も「講演会」を存続することで、活発で有

信しております。

意義な意見交換を行った。

５・６月のプログラム

委員長

宮川

勝平

1６日（木） 移動例会 講演会「薬物乱用防止教室」
新座市立第六中学校 点鐘１３時４５分
２３日（木） 夜間例会 「会員親睦会」１９時 パーシモン
３０日（木） 例会取消 福祉フェスティバルに振替

出席報告

委員長

神谷

稔

H３１.５.９

出席 ２２名 欠席 ２名
会員数３０名 出 席 率 ９１．６７％
（免除者６名） 修正出席率 ９２．３１％

クラブからの連絡

６/２ （日） 移動例会 「福祉フェステバル」 福祉の里
６日（木） 通常例会 「クラブ協議会」

★例会等の出欠は、会場設営の都合上
メールかＦＡＸで必ず事務局にご連絡

☆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

下さい。お手数おかけ致しますが宜し
くお願い申し上げます。

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

