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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２１０１回例会 ５月第５週 ６月２日（日）

移動例会 『福祉フェスティバル』於：福祉の里
第２１０２回例会 ６月第１週 ６月６日（木）

通常例会 『クラブ協議会』
第２１０３回例会 ６月第２週 ６月１３日（木）

移動例会 『6月度会員親睦会』於：ベルセゾン「吉祥」

会場風景・寄付金贈呈

左より 森・石原・松岡・鈴木・神谷 稔 各会員

左より 来場者さん・森田・鈴木・森 各会員

二列目 神谷 稔会員・新座こぶしRC戸髙さん
ご出席頂いた皆様
神谷億文・萩原・神谷浩一金子・岡野 各会員
“ご協力ありがとうございました”
⇐ 左側の写真
新座こぶしRC戸髙さん・石原・出浦・松岡 各会員

第２１０２回例会 ６月第１週 ６月６日（木）

通常例会 『クラブ協議会』
司

会

親睦活動委員

石原 勇介

点

鐘

会長

松岡

ソ
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幹事報告 直前幹事 小泉 哲也

昌宏

ン グ 「君が代」「奉仕の理想」
話 「四つのテスト」

会長の時間 会長 松岡 昌宏

１、６月のロータリーレート

1ドル⇒１１０円

１、地区事務所より４件
１）社会奉仕セミナー開催の案内及び社会奉仕
アンケートのお願い
皆様こんにちは。本日は６月第１週の通常例会
です。私の会長年度の例会も残すところ、あと２
回となりました。梅雨に入り大変蒸し暑い日が続
いております。皆様、体調にはくれぐれもおきを
つけて頂きたいものです。
早いものであっという間の1年が過ぎました。
６月２日（火）には「福祉フェスティバル」が新
座市栄の福祉の里にて開催され、例年のごとく沢
山の来場者を迎え盛大に開催されました。当クラ
ブとしましても、新座こぶしロータリクラブと共
催でプリクラスタジオを行い沢山の人々とふれあ
うことが出来、充実した１日でした。私も会えて
ロータリーのエンドポリオの赤いＴシャツを着て
行き、公共イメージの向上に努めて参りました。
それにしても、毎年写真を撮られるのを楽しみに
しているというお子様などもいて事業として定着

日時：７月１５日（月祝）点鐘：１３時
場所：東松山市民文化センター

大会議室

２）ガバナー月信６月号ＷＥＢ掲載
３）２０１９年度地区年間活動予定表受信
４）『Ｒの友』特集のため、全国のクラブが誇
る同好会、課外活動の情報収集のお願い
１、第２グループ新旧会長幹事会収支報告書拝受
１、新座市国際交流協会評議委員会報告受信
１、新座市交通安全推進協議会総会資料受信
１、新座ボーイスカウト・ガールスカウト中央育
成会総会資料受信
１、新座市暴力排除推進協議会負担金の領収書
１、例会変更（朝霞・富士見・和光・志木柳瀬
川）各ロータリークラブより拝受

今月のお祝い

している事を感じた次第でございます。こうした
地道な努力が地域社会に奉仕していることになっ
ていると体感できた1日でございました。諸先輩
方が築きあげたこうした一つ一つの事業を次世代
に繋げてゆくことの大切さを痛感いたしました。
本日も短い時間ではありますが１日よろしくお
願い申し上げます。尚、本日はクラブ協議会にな
ります。各委員会の委員長様におかれましては、

会員誕生月：松本四郎・大塚雄造・内田昌史

一年を振り返って頂き何が出来て何が出来なかっ

各会員

たのか等、忌憚のないご意見を頂きたいと思いま

夫人誕生月：吉原良一・小泉哲也 各会員夫人

す。それでは今日も宜しくお願い申し上げます。

結婚記念月：本木英朗 各会員

委員会報告

この講演会は、これからも存続することになり
ました。今後とも宜しくお願い致します。

親睦活動委員会

委員長

本木

英朗

スマイル報告
親睦活動委員会
松岡
鈴木

点鐘１９：００

場所：ベルセゾン「吉祥」

本日はクラブ協議会です。各委

明子会員

本日、早退いたします。申し訳

ございません。小泉会員宜しくお願い致します。
金子

会費：５，０００円

幸男会員

暑い日が続いています。会員の

皆様体調に気をつけて下さい。
大塚

社会奉仕委員会

億文

員長の皆様宜しくお願い申し上げます。

「６月度会員親睦会」を開催致します
日時：６月１３日（木）

昌宏会員

委員 神谷

委員長

神谷

億文

雄造会員

第８回薬物乱用防止講演会にご

協力頂きましてありがとうございます。
岡野

元昭会員・宮川 勝平会員・増渕 和夫会員

神谷

浩一会員・本木 英朗会員・神谷 億文会員

石原

勇介会員・小泉 哲也会員・和田 法幸会員

『クラブ協議会宜しくお願い申し上げます』

クラブ協議会
「福祉フェスティバル」参加ご協力のお礼
新座こぶしロータリークラブと共催のブースで

各委員会委員長発表

のプリクラ（写真撮影）サービスには、沢山の方
が撮影にご参加頂きました。ご友人・ご家族・親
子でのそれぞれの写真を撮り喜んで頂きました。
早朝よりご参加下さいました会員の皆様、午
後からご参加下さいました会員の皆様ご協力頂き
誠にありがとうございました。

青少年奉仕委員会

委員長

大塚

雄造

各委員長より２０１８年度一年間の事業の成果
と今後の課題について報告されました
職業奉仕委員会

岡野

元昭委員長

社会奉仕委員会

神谷

億文委員長

青少年奉仕委員会

大塚

雄造委員長

会場監督

小泉

哲也委員長

会員増強委員会

石原

勇介委員長

「第８回 薬物乱用防止講演会」ご協力のお礼

会報委員会

増渕

和夫委員長

会員の皆様、先日（5月16日）は、お忙しいと

親睦活動委員会

本木

英朗委員長

ころ沢山のご参加を頂き誠にありがとうございま

プログラム委員会

宮川

勝平委員長

した。心より感謝申し上げます。

雑誌広報委員会

金子

幸男委員長

第２１０３回例会 ６月第２週 ６月１３日（木）

移動例会 『6月度会員親睦会』於：ベルセゾン「吉祥」
会長の時間 会長 松岡 昌宏

懇親会

皆様こんばんは。本日は６月の夜間例会でござい
ます。寒暖の差の激しい日々が続いております。
一つ体調を崩さないよう日々を過ごして頂きたい
ものです。
当クラブの一番の自慢その強い結束力と、例会
の雰囲気のよさ、居心地の良さにあると常日頃
思っております。特に地区などの事業に参加し、
他クラブの話などを聞くとそのように感じます。

左より 大塚誠一・宮川・増渕・細沼 各会員

親睦が全てではありませんが、素晴らしい仲間が
いて、素敵な時間を一緒に過ごすからこそ例会も
充実し、ロータリーの奉仕活動も進むものと信じ
て疑いません。私が会長としてクラブにできるこ
とはわずかでございますが、この新座クラブの伝
統を次代につないで行けるようあとわずかですが
努力してまいりたいと思います。
本日も短い時間ではございますが、美味しいお

左より 和田・森・松岡・岡野・並木 各会員

料理とお酒を酌み交わしながら親交を深めて頂き
英気を養って頂きたいと思います。

幹事報告 幹事 鈴木 明子
１、地区事務所より２０１９年度組織図訂正版受信
１、２グループ第１回会長幹事会開催の案内
日時：７月１０日（水）

点鐘：１８時

左より並木・神谷億文・萩原・石原・本木 各会員

場所：ベルセゾン
会費：３，５００円
ホスト：新座こぶしロータリークラブ
１、新座こぶしロータリークラブより福祉フェス
ティバル収支報告書拝受クラブ負担金送信済
１、オペラ彩 第３６年定期公演
オペラ「ナブッコ」の後援依頼（名義貸）
★６月２７日（木） 定款により例会取消

左より 増渕・細沼・出浦・鈴木・森田 各会員
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

