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 皆さんこんにちは。６月第３週の通常例会とな

りました。そして、私、最後の会長の時間となり

ます。思えば、平成３０年７月に会長に就任し、

気がつけば、令和元年６月に会長退任ということ

でちょうど時代の変わり目で交代ということにな

りました。あっという間の一年であったように思

われます。一年を振り返ってのお話は後程させて

頂くとして、昨日あった出来事のお話をします。 

 １８日１９日と久々に連休がとれたもので、休

養のためお台場の方に行って参りました。ここの

ところ肉体的にハードな毎日を過ごしておりまし

たので、久々に都心のホテルで何もせず一泊しよ 

会長の時間 会長 松岡 昌宏 

 

うということで妻と出かけて参りました。お台場

のゆりかもめの駅前にあるHilton HOTELを予約

しました。たまたま格安でネット予約が出来たも

ので誰にも知られずにゆっくりしようと．．．。 

ところが、フロントでチェックインしようとす

ると、いきなり『ロータリーの方ですか？』と声

をかけられました。うっかりバッジをジャケット

から外し忘れていまして。途端に背筋が伸びまし

て名刺を差し出すと、「新座の方ですか。当ホテ

ルは東京レインボーロータリークラブの例会場な

んですよ。」と挨拶されまして、当初格安の海と

反対側の部屋のはずだったのですが、レインボー

ブリッジの見える側の部屋に変更してくださり、

おまけに鉄板焼きの高級ディナーのレストランの

予約も取って下さり厚いおもてなしを受けて参り

ました。 

正面玄関に行ってみると確かに東京レインボー

ロータリークラブの金看板があり、「Rotarians 

Meet Here」と掲げてありました。とてもステー

タスのある看板のようで、ホテルの方々すごく対

応がよく、ロータリーのステータスの向上を身を

もって感じた瞬間でした。 

以上、ロータリアンで良かったなと言うお話でし

た。今日も、一日宜しくお願い申しあげます。 



 

山田 一郎様（新座こぶし）第２Ｇゴルフコンペ

運営では大変お世話になりましてありがとうござ

いました。感謝いたします。 

松岡 昌宏会員 皆様一年間大変お世話になりま

した。ありがとうございます。 

鈴木 明子会員 本日、幹事として最後の例会で

す。一年間ありがとうございました。  

金子 幸男会員 会長幹事さん、一年間有難うご

ざいました。 

宮川 勝平会員 松岡会長、鈴木幹事一年間あり

がとうございました。 

大塚 雄造会員 松岡会長、鈴木幹事様、一年間 

ご苦労様でした。 

本木 英朗会員 松岡会長、鈴木幹事、一年間お

疲れ様でした。 

石原 勇介会員 一年間有難うございました。 

陣野壮太郎会員 当クラブ担当、私がカウンセ

ラーを務める財団奨学候補生小西亜紀さんが晴れ

て奨学生として８月に出発、９月より英国ブリス

トルへ留学する事が決まりました。 

小泉 哲也会員 松岡会長、鈴木幹事、一年間大

変お疲れ様でした。色々とお世話になりました。 

大塚 誠一会員・岡野 元昭会員・増渕 和夫会員

並木  傑 会員・萩原  勇 会員・神谷 浩一会員

神谷 億文会員・森  克巳会員・髙𫞎 遼太会員

『松岡昌宏会長、鈴木明子幹事一年間大変お世話

になりありがとうございました』 

親睦活動委員会      委員 森  克巳    

委員会報告 

 

ネパール奨学支援金ご協力のお礼 

「ネパール奨学支援金」にご協力頂きありがとう

ございました。特に増渕会員には毎年３口のご協

力を頂いています。この場をお借りして御礼申し

上げます。今後ともどうぞ宜しくお願い致します 

国際奉仕委員会    委員長 神谷 浩一 

 

１、国際ロータリーデーターサービス部より 

  ２０１９年７月クラブ請求書作成にあたって 

入力依頼受信 

１、ハイライトよねやま２３１号受信 

１、和光ロータリークラブより２０１９年度会長 

  幹事準備会の議事録及び収支簿拝受 

１、新座市青少年市民会議総会資料受信 

１、埼玉県腎アイバンク協会総会資料受信 

１、他クラブ会報（西那須野・志木・富士見）各 

  ロータリークラブより拝受 

１、６月度会員親睦会収支報告書回覧 

幹事報告 幹事 鈴木 明子  

乾杯 パスト会長 並木 傑 

 

 松岡会長、鈴木幹事、一年間お疲れ様でした。

そして、ありがとうございました。 

新座ロータリークラブの益々の発展と会員の皆様

のご健康をご祈念申し上げて乾杯‼ 

スマイル報告 

 

 昨年７月より幹事を務めさせて頂き、早いもの 

一年を振り返って  

            幹事 鈴木 明子 



 
で一年が過ぎました。光陰矢の如しとはよく言っ

たものだと実感しています。 

本日最後の幹事報告をさせて頂きましたが、議

会で例会を欠席する事があり、松岡会長を始め、

小泉直前幹事、そして会員の皆様にはご迷惑をお

かけした一年であったかと思います。至らぬ点が

多々あったこと、この場をお借りしてお詫び申し

上げます。 

この一年間を振り返ってということですが、先

ずは第２グループの会長幹事会に出席させていた

だき、他クラブの会長幹事の方と情報交換や交流

をもてたことです。また、今回が初めてではござ

いませんが、朝霞ＲＣ、新座こぶしＲＣ、朝霞

キャロットＲＣの例会にも出席させていただきま

した。そして西那須野ＲＣこちらは４クラブ合同

例会とのことでございましたが、それぞれのクラ

ブで雰囲気も違いますし、たとえばソングリー

ダーがいらしたり、生演奏であったりとそれぞれ

特色があり、陣野会長の年度では会場監督となっ

ていますので、第２グループ以外のクラブにもお

邪魔させていただこうかと思っている所です。 

次に、森田ガバナー補佐、細沼実行委員長の下

でＩＭを開催したことです。茂木ガバナーの「想

いを繋ぎ地域と国の発展に奉仕する」との考えに

沿った内容で、オリンピック開催というスポーツ

による国や地域を超えての世界平和がメインテー

マであったと思っています。当日を迎えるための

プログラム作成などの準備作業、当日は上田知事

の講演、武州里神楽さんによる演舞・・ｅｔｃ 

第２グループの会長幹事、そして新座ＲＣの会員

の結束で成功裏に幕を閉じることができました。 

この一年間、様々な経験をさせて頂きました。

とても勉強になる有意義な一年間ございました。

とはいえ幹事の仕事をこなすのが精一杯で、ロー

タリーの歴史や用語、理念ということになります

と、まだまだこれから学んでいかなければならな

いと思うところです。 

先輩のロータリアンの皆様に支えて頂きながら

幹事という大役を終えることができました事感謝

を申しあげます。誠にありがとうございました。 

 今後もご指導いただきますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

 

改めまして2018～2019年度の会長を務めさして

して頂きました、松岡昌宏でございます。昨年の

７月５日に会長となってからあっという間の一年

が過ぎてしまいました。着任早々は、会長と呼ば

れる事もなんとなく面はゆく、自分に務まるもの

であろうかと不安で一杯の船出となりました。し

かしながら、皆様方の温かい目に見守られこうし

て最終月、６月を迎えることが出来ました。本当

にありがとうございました。感謝致します。今日

は一年を振り返って少しお話をさせて頂きます。 

新座ロータリークラブは、昭和５０年６月１２

日に創立されてから、先週の１２日で４４年目を

無事むかえることが出来ました。２０２０年６月

１２日はいよいよ４５周年です周年事業に向け私

も努力をしたいと思っております。チャーターメ

ンバーをはじめ諸先輩方の想いを繋なぎ、ロータ

リーの奉仕活動を紡いで来た結果だと思われま

す。そういった意味で第２５７０地区の茂木 正 

ガバナーの「想いを繋ぎ、地域と国の発展に奉仕

する」との地区テーマに多少は寄与出来たのでは

ないかと自負しております。 

 私の会長年度は２０１８～２０１９年度、ＲＩ会長バ

リー・ラシン氏の『BE THE INSPIRATION』「イン

スピレイションになろう」のテーマ受けまして、

クラブテーマを『スタイタスの向上とクラブ活動

の活性化』とさせて頂きました。皆様如何でしょ

うか？一年を通じでロータリアンとしてのステイ

タスあがりましたでしょうか。私は少しだけ以前

より自信を持ってロータリアンである事、今、会

長をしていることを胸を張って言えるようになっ

た一年ではあったと思っております。よく「役柄

が人柄を創る」と言う事がありますが、常にロー

タリアンとして恥ずかしい行動はとれない、新座 

一年を振り返って 会長 松岡 昌宏 

            会長 松岡 昌宏 
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クラブの会長として見られていると言うことを肝

に銘じ過ごしてきたつもりです。何よりこの伝統

のある新座ロータリークラブの伝統に泥を塗って

はいけないと、常に考えておりました。これも一

重に、ロータリー歴６年で会長にして頂き、地区

の事業、研修等に出して頂いた事が大きいかと存

じます。地区などで、他クラブの会長・幹事など

とお話をしていて、一番感じるのは当クラブの雰

囲気の良さというか、分け隔てのない風通しのよ

いクラブであると言うことです。 

これは間違いありません。外に出ることで中の良

さがよくわかる、それに初めて会う方が多いです

から、事前の準備として多少なりともロータリー

について勉強すると言った意味で非常に充実した 

ロータリーライフを遅れた一年であったように思 

われます。是非とも私より若い会員の方にもどん

どん役をつけて地区に出向してもらいたいと思い

ます。 

ロータリーの奉仕活動は、原則、I Serve です。

他力本願ではなく自ら自信を持って行動すること

で、プレゼンスがあがり、公共イメージと認知度

の向上に繋がると考えます。「あの方素敵な方で

すね」「仕事が出来る方ですね」「忙しいのにボ

ランティア活動までしているらしいね」「お近づ

きになりたいですね」「自分も仲間に入れてもら

えないだろうか」「どうしたら社会奉仕のお手伝

いが出来るのでしょうか」といった声が廻りから

聞こえてくるようなクラブになれれば素晴らしい

と思います。私も道まだ半ばではございますが、

廻りの人々にそういったインスピレーションを与

えられるような人間になれるよう、仕事も一生懸

命ロータリー活動も一生懸命、頑張ってゆく所存

でございます。会長の任期が終わればロータリー

の活動が終わるわけではありませんので、これか

らも自らのステイタスをあげ、新座クラブのステ

イタスをあげ、ロータークラブのステイタスのさ

らなる向上を目指して、雰囲気のより例会造りの

お手伝い、奉仕活動を通しての地域との関わり、 

 

 新座ロータリークラブの益々の発展に微力なが

ら寄与出来ればと思っております。本当に一年間

ご指導とご協力ありがとうございました。感謝し

ます。そしてこれからも宜しくお願い致します。 

「一年をふりかえって」  時系列順 

 ７月 ７月 ５日「会長幹事就任挨拶」緊張のあま

り何をしゃべったのか覚えておりません。 

 ８月 ８月２５日「暑気払い家族例会」会長の最初

の一大イベント、新記録８４名のご参加を頂き、

皆様が温かいご理解のあるご家族に支えられてい

る事がわかりました。 

１０月 １０月 ４日「ガバナー補佐訪問」 

   １０月１８日「ガバナー公式訪問」新座クラブ

の結束力をガバナーにお見せすることが出来たと

思います。 

１１月 １１月１５日「市役所表敬訪問」市役所新庁舎

竣工記念に贈呈した、ソファーセットを見ながら

市長室を表敬訪問しました 

１２月 １２月１５日「クリスマス家族例会」例年のご

とく年の瀬に楽しいひと時を家族と過ごせました 

 １月 １月２４日「新年会」 

 ２月 ２月１６日「第２グループＩＭ開催」今回は

ホストクラブとして、皆様のご協力によりまして

成功裏にインターシティーミーティングを終える

ことが出来ました。 

   ２月２４日「招待親子ボウリング大会」身障

者を抱えるご家庭を招待して行うこの企画はご家

族の皆さんがとても楽しみにしていました。 

 ４月 ４月１４日「地区大会」第２５７０地区の他

クラブと交流を深めることが出来ました。 

 ５月 ５月１６日「薬物乱用防止講演会」新座第五

中学校、これで一通り市内の、中学校６校、高校

２校を回りおえましたが、大変好評につき継続事

業となりました。 

 ６月 ６月 ２日「福祉フェスティバル」長年の継

続事業、定着してきた感じを受けました。 


