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ソ ン グ 「君が代」「奉仕の理想」 

唱   和 四つのテスト 

 

 雨の中、お越しくださいました皆様本当にあり

がとうございます。このご恩は一生忘れません。  

会長になると分かっていても、本日を迎え緊張興

奮しております。 

 実は私、ロータリークラブの例会特にこの第一

回例会で国歌斉唱をすることがロータリー活動で

も最も好きなことのひとつです。 

日本の国旗に向かい、国家を斉唱すると胸に熱い

ものが込み上げてきます。それは誇りある日本人

で居ようという襟を正す気持ち、今まで日本を

作ってこられた先人達への畏敬と感謝の念、自分

がこの地域・この国家へどう貢献できるか背筋が

伸びる気持ちが高まってくるのです。 

この気持ちと同じく新座ロータリークラブに貢献

して参る所存です。でこれからの一年間、どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

会長の時間 会長 陣野壮太郎 

 

新・旧会長幹事のバッチ交換 

松岡昌宏直前会長から陣野壮太郎会長へ、鈴木明

子直前幹事から石原勇介幹事へバトンタッチ 

乾杯 直前会長 松岡 昌宏 

 

陣野・石原年度の船出を祝して 「乾杯！」 



 

１、茂木正直前ガバナーよりお礼状拝受 

１、志木柳瀬川ロータリークラブより吸収合併に 

  伴うお知らせ並びにお礼状 

１、7月のロータリーレート 1ドル＝１０８円 

１、地区事務所より９件受信 

１）半期地区分担金明細及び納入報告書 

２）各クラブの会員数報告依頼  

 ３）ガバナー公式訪問・補佐訪問準備書類一式 

 ４）第１回ロータリー財団セミナー開催の案内 

   日時：７月１７日（土）１３時３０分～１７時 

   場所：国立女性教育会館 研修棟１１０号室 

 ５）職業奉仕に関する案内及び四つのテスト 

 ６）第１５回ロータリー日韓親善会議の案内 

   日時：９月２８日（土） 

   場所：仙台国際センター２Ｆ大ホール 

   ＊参加ご希望の方は事務局にご連絡下さい 

 ７）国際奉仕セミナー開催の案内 

   日時：８月１１日（日）１３時３０分～１４時３０分 

   場所：紫雲閣 

 ８）「ロータリーの友」今月の見どころ配信 

 ９）日本ロータリー１００周年記念ピンバッチ 

   の申込について     

１、朝霞ロータリークラブ例会出席依頼の案内 

   日時：７月２３日（火）点鐘：１２時３０分 

   場  所：朝霞ロータリークラブ例会場 

   参加人数：各クラブ３名 

   駐 車 場：朝霞市役所駐車場 

１、新座市交通安全推進委員会令和元年夏の交通 

  事故防止運動実施について 

   出発式：７月１２日（金）１０時  

       新座市南口公園 

１、新座ボーイスカウトガールスカウト中央育成 

  会より賛助金協力依頼 

幹事報告 幹事 石原 勇介  

 

「直前会長幹事ガバナー補佐慰労会」開催の案内

何かとご多忙の事と存じますがご参加下さい。 

  日時 ７月２５日（木） 点鐘 １９：００      

  場所  リストランテ「パーシモン」 

  会費  会員  １０，０００円     

親睦活動委員会    委員長 宮川 勝平     

委員会報告 

 

会員誕生月：小泉哲也・石原勇介・松岡昌宏 各会員 

夫人誕生月：陣野壮太郎会員夫人 

結婚記念月：なし 

今月のお祝い 

陣野壮太郎会長より松岡昌宏直前会長と 

石原勇介幹事に花束贈呈 

「お誕生月おめでとうございます」 

 

１、新座快適みらい都市市民まつり産業フェス 

  ティバル「こどもひろば」参加協力依頼 

１、西那須野ロータリークラブより会報拝受 

１、例会変更（志木・富士見・朝霞キャロット・ 

  朝霞）各ロータリークラブより拝受 

１、市民新報社より書中広告掲載依頼書 

１、年度計画書配布＊例会場用とご自宅用として 

  ２部ございます。１部はお持ち帰り下さい。 



 

 本年度、幹事を務めさせて頂くことになりまし

た石原でございます。陣野壮太郎会長と共に一年

間どうぞ宜しくお願いいたします。 

 本年度は、４５周年の節目にあたり、まだまだ

若輩者の私が幹事の大役を仰せつかって良いもの

だろうかと正直思いましたが、これも勉強のいい

機会を頂いたと思い、陣野会長を支えつつ皆様か

ら叱咤激励を頂きながら精一杯努めて参りたいと

思います。 

本年度のクラブテーマであります「時代の変化

に対応しクラブとその思いを未来へつなぐ」を念

頭に置きまして、時代に則した変化を少しずつで

も前へ進め「みんなのためになる幹事」として行

動をすべく様々な点で考えてまいります、しかし

ながら会長幹事職を務めさせていただきました

が、まだまだ経験不足が否めません。皆様から多

くを学ばせて頂きながら「みんなのためになる幹

事職」を全うできるように努めて参りたいと思い

ますので、ご指導も合わせてお願いいたします。 

 さて、本年度は周年事業と定款細則の見直しが

あるようです。これにも皆様からご意見を頂きな

がら精一杯努めてまいりますので、何卒宜しくお

願い致します。ご清聴ありがとうございました。 

幹事就任挨拶  

            幹事 石原 勇介 

 親睦活動委員会    委員 神谷 億文     

陣野壮太郎会員 今年度、何卒宜しくお願い申し

上げます。 

石原 勇介会員 一年間幹事を務めさせて頂きま

す。何卒宜しくお願い致します。 

松岡 昌宏会員 陣野年度の門出をお祝い申し上

げます。 

鈴木 明子会員 陣野会長、石原幹事、一年間宜

しくお願い致します。 

宮川 勝平会員 陣野会長、石原幹事、宜しくご

指導お願い致します。 

森田 輝雄会員 陣野会長、石原幹事、いよいよ 

スマイル報告 

 

ロータリーの友 7月号「今月のみどころ 」  

 P7-P20   ＲＩ会長メッセージ     

 P26      鈴木次年度ガバナーの横顔  

      責任感ある社会奉仕実践人。 

 P55      茂木年度地区大会記事 

 P69   ロータリーアットワーク 行田さくら 

      チャーター例会 鮪解体ショー 

  P72-P73  俳壇  柳壇  

  P76   友愛の広場 熊谷東 武藤正様 

雑誌広報委員会    委員長 金子 幸男     

 

「心の声掛け運動」にご協力下さい 
  日時：７月１６日（火）  

    各中学校正門付近に７時５０分 集合   

社会奉仕委員会     委員長 森 克巳     

 

スタートです。皆さんと共に進みましょう。 

大塚 雄造会員 陣野会長、石原幹事、今年度宜

しくお願い申し上げます。 

金子 幸男会員・岡野 元昭会員・松本 四郎会員

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

髙𣘺 遼太会員・和田 法幸会員『陣野・石原年

度の船出を祝して！一年間宜しくお願いします』 
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〒352-0001 新座市東北2-25-11-406 

   電 話   ０４８ (４７３)７０４１ 

   ＦＡＸ   ０４８ (４７３)９２２１ 
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 委員長 髙𣘺 遼太 出席報告 ７月のプログラム  委員長 岡野 元昭 

★２０１９年度上期会費納入のお願い 

クラブからの連絡 

出席 １８名 欠席 ５名 

出  席  率 ７８．２６％  

修正出席率 ８２．６１％ 
会員数２９名 

（免除者６名） 

Ｒ１.７.４ 

 改めて、足下悪い中、例会に参集頂きまして誠

にありがとうございます。 

 今回当クラブ入会より７期目を迎える小生です

が、人生で考えると小学校一年生、学校で数える

と中学一年生という教育を受ける側の状況です。 

もともと私は営業の仕事一筋でやってきました。

社会人になり仕事を始めて１０年は売上や利益と

いった数字にこだわって何とか生き抜いてきまし

た。その後３０代中半からの１０年は仕事をして

いてお客様のお役に立った上で社会のお役にも立

ちたいと考え奉仕活動も取り組みましたが仕事と

奉仕活動のバランスを取ることに悩みました。 

 私のイニシエーションスピーチは、その悩みを

お話しし、先輩達に仕事で成功に近づきながら奉

仕活動もする両立をご指導下さい、というお願い

でした。 

 ロータリークラブでは職業奉仕という考え方と     

１８日（木） 定款による例会取消 

２５日（木） 夜間例会 「直前会長・幹事 

              ・ガバナー補佐 慰労会」 １９時                    

               リストランテ 「パーシモン」 

 ８/１（木） 通常例会 「クラブ協議会」 

 ８日（木） 通常例会 「月間に因んで」松岡増強委員長 

 

出会いました。そして当クラブは職業奉仕を根底

に交流・親睦するクラブなのだということが分

かってきました。 

 会長を受けさせて頂くにあたって「私のような

駆け出しが」と大変恐縮しましたし無理だという

気持ちでおりました。それでも大丈夫だよ皆で支

えるからできるよと宮川会員（親睦委員長をお願

いしました）にも背中を押され、吉原会員（副会

長をお願いしました）岡野会員（プログラム委員

長をお願いしました）にも助けて頂く形で今日を

迎えました。その中で役員をお引き受け頂きまし

た皆様にも大変ご協力を頂きまして新年度を迎え

ることができました。 

 このクラブは前述の通り職業奉仕を根底に交

流・親睦するクラブです。どこかでお互いの業容

を気に掛け合い協力し合う、または先輩から貴重

なご指導を頂けるという最大の魅力があると感じ

ています。 

 また家族を含めた和気藹々とした交流ができて

いることも特徴のひとつです。そして、クラブを

将来に繋いでいくためにも一人でも多くこのクラ

ブに新しく入会してもらえるよう会員増にも努め

て参ります。皆さんから参加したいと思われる例

会作り、家族例会の企画運営をすること、会員を

増やすことで新座ロータリークラブと会員の皆様

に貢献して参ります。ご指導ご支援どうぞ宜しく

お願い申し上げます。 

            会長 陣野壮太郎 

会長就任挨拶  


