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国際ロータリー会長 マーク・ダニエル・マローニー 『ロータリーは世界をつなぐ』
第2570
2570地区ガバナー
地区ガバナー 鈴木 秀憲 『 未来へつなぐ』『変える』
会長方針

『 時代の変化に対応し クラブとその思いを未来へつなぐ 』

会長 陣野壮太郎

副会長 吉原 良一

幹事 石原 勇介

第２１０６回例会 ７月第２週 ７月１１日（木）

通常例会 『五大奉仕委員長就任挨拶』
司

会 親睦活動委員

髙𫞎 遼太

日本の宮家に当時（ハワイ最後の王女となった）

点

鐘 会長

陣野壮太郎

カイウラニ妃を嫁がせたいという提案だったそう

ソ ン グ 「我らの生業」

です。富国強兵による西洋化で列強入りを目指し
ていた日本にハワイを助ける余裕は無く代わりに

会長の時間 会長 陣野壮太郎

労働力となる移民を大量に派遣するということに
なったそうです。
ふたつめの理由は、先の大戦中のハワイ４４２
連隊戦闘団です。ほぼ日系人で構成された４４２
連隊は欧州で獅子奮迅の戦歴をもたらし米国史上
最多の勲章を受ける伝説の陸軍部隊となったそう
です。ハワイは日本とまで言われる由来はこう
いったところからありました。
みっつめは、その代表として私が頻繁に味わい

「ハワイの国際大会に行きましょう！」

お世話になっているコナコーヒーです。

昨日は当会場ベルセゾンさんで第２グループ会

コーヒー好きの私が一番美味しいと思っているこ

長幹事会議でした。大きなテーマのひとつは今年

のコナコーヒーはハワイで作られる高級豆です。

度のハワイでの国際大会についてでした。

コナコーヒーも日本人の移民が商品として生産で

ハワイと言えば私も大好きな場所でして毎年家

きるまで育てたと聞いています。

族で行っています。理由は主に３つあります。

主にこのみっつの理由から大自然を満喫できるハ

元々、観光だけの魅力しか知らずハワイに興味の

ワイを私は歴史的理由を付け加えさらに気に入っ

無かった私ですが学生の時に初訪問してハワイの

て大好きになりました。

持つ魅力に憑りつかれました。

日本との関わりはこれにとどまりませんが、こ

その理由ひとつめ。現在、ハワイはアメリカの

んなに日本と関わり深いハワイ、そして心身とも

州ですがアメリカに支配される以前１８８１年カ

に癒してくれる海や山の大自然の島で今年度国際

ラカウア国王が日本へ時の明治天皇へ助けを求め

大会が開催されます。２０２０年６月６日から始

てきたという経緯があります。

まります。私は既に会議登録を済ませています。

みなさん是非ご一緒しましょう！
さて、本日は五大奉仕委員長卓話です。当クラ
ブを支えてくださる委員長の皆様、卓話よろしく
お願い致します。

幹事報告 幹事 石原 勇介

・神谷億文会員・神谷稔会員・陣野壮太郎会員
・石原勇介会員

委員会報告
親睦活動委員会

委員長

宮川

勝平

１、ロータリー米山記念奨学会より２０１９年度
普通寄付のお願い受信
１、地区事務所より１件受信
１）秩父音頭まつり参加の案内及び日程表
日

時：８月１４日（水）～１５日（木）
西武秩父駅 １２：００

登録料：ロータリアン

集合

１０，０００円

（宿泊なし

５，０００円）

１、第５３回インターアクトクラブ年次大会開催
の案内
１、平成３０年共同募金ありがとうのポスター掲
示依頼及び社協だより
１、新座快適みらい第５回大江戸新座祭り招待状
１、富士見ロータリークラブよりクラブ会報拝受

「暑気払い家族例会へのお誘い」
何かとご多忙の事と存じますがご家族をお誘い
してご出席下さい。楽しいイベントを企画中です
日 時：８月２４日（土）１８時から２０時
場 所：ベルセゾン ５Ｆ

「浅間」

参加費：会員１０，０００円
ご家族（高校生含む）８，０００円（コース料理）
中学生～小学生高学年（５～６年生）４，０００円
小学４年生以下無料（中学生以下バイキング）
★中学生以下の方でもご希望が御座いましたら

＋４，０００円（８千円）でコース料理が頂けます。

皆出席者表彰
スマイル報告

親睦活動委員会

・岡野元昭会員・本木英朗会員・宮川勝平会員
・松岡昌宏会員・陣野壮太郎会員・石原勇介 会員

委員

森 克巳

陣野壮太郎会員

クラブを支えて下さる五大奉仕

委員長の皆様、本日は卓話宜しくお願い申し上げ

職業奉仕委員会

委員長 本木

英朗

ます。
石原

勇介会員

五大奉仕委員長様一年間宜しく

お願い申し上げます。
岡本比呂志会員

気候不順の折、健康にはくれぐ

れも気を付けましょう。
神谷 稔 会員・大塚 誠一会員・細沼 哲夫会員
岡野 元昭会員・宮川 勝平会員・増渕 和夫会員
萩原

勇 会員・本木 英朗会員・神谷 億文会員

龍山 利道会員・松岡 昌宏会員・小泉 哲也会員
森

克巳会員・髙𣘺 遼太会員

『五大奉仕委員長の皆様、本日は宜しくお願い致
します』

今年度、職業奉仕委員長の本木です。
活動は年度計画書に記載されている通りです。
会員の職業のＰＲ卓話の時間を作りますので会員
皆様のご協力を宜しくお願い致します。
【活動方針】
１、職業上の高い倫理基準
１、役立つ仕事はすべて価値のあるものという
認識

五大奉仕委員長就任挨拶

１、例会を通じ自己を高め職業を通して社会に
奉仕する

クラブ奉仕委員会

委員長

小泉

哲也

【活動計画】
１．例会にて『四つのテスト』唱和
２．職業奉仕月間に因んで卓話をする
３．会員の職業を通して、企業理念・企業ピー
アル、例会卓話をする

社会奉仕委員長 森

克巳

本年度クラブ奉仕委員会の委員長を仰せつかっ
た小泉です。一年間宜しくお願い申し上げます。
今年度クラブ奉仕委員会では、陣野会長のクラ
ブテーマ「時代の変化に対応し

クラブとその思

いを未来へつなぐ」に基づき、奉仕の意識や高い
職業倫理といったロータリアンとして備えるべき
高い意識を会員相互の交流を通じて刺激しあえる
ように環境を整えていきたいと思います。

社会奉仕委員長をお引き受け致しました森で
す。どうぞ宜しくお願い致します。

また、活動計画としては移動例会などの対外事

社会奉仕委員会は、会長方針のもと地域社会活

業でロータリーの公共イメージの向上を積極的に

動を基本とし、他の団体・行政等と連携しながら

貢献する。また「数は力」の言葉通り会員増強に

事業展開する。その事がロータリークラブの社会

全会員で積極的に行動し一人でも多くの会員を獲

的認知度アップになる為にも、全会員で事業展開

得できるように推し進めていきたいと思います。

をしていきたいと思います。

兎にも角にも、皆様方にお願いすることも多く

今年度も、会員の皆様の協力を得て新座ロータ

なると思いますが、お力添え頂き一年間精一杯頑

リークラブの長年に亘る継続事業を遂行していき

張りますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

たいと考えています。

【事業計画】

【事業計画】
１、市民まつりへの参加

１、基本的教育と識字率向上を図る活動

２、招待親子ボウリング大会

２、水と衛生を重点として環境保全運動

３、新座福祉フェステバル参加

３、ロータリー財団への協力

４、その他地域活動

４、ＳＤＧｓ（エスディージーズ）の理解と強調

昨年同様「新座快適みらい都市
市民まつり産業フェステバル

第４３回新座

こどもひろば」に

に取り組んでまいります。
会員の皆様のご協力を宜しくお願い致します。

参加ます。但し、今年度は１０月第２週の１３日
（日）と１４日（月・祝）に開催され、当クラブ

青少年奉仕委員会

は１４日（月・祝）の参加となりました。

委員長 大塚

雄造

昨年の「こどもひろば」の催物は「スーパー
ボールすくい」を行いましたが、後日、炉辺会合
を行いどのような催し物にするか、社会奉仕委員
会で相談して決めたいと思っております。
社会奉仕委員会の活動は、会員の皆様のご出席
を頼みに行われる事ばかりです。ご協力の程どう
ぞ宜しくお願い致します。
２０１１年金子幸男会員が２回目の会長の時に
提案され企画した「薬物乱用防止講演会」は「薬

国際奉仕副委員長

髙𫞎 遼太

物乱用のない社会をつくるために！」というテー
マで新座市の高等学校や中学校で開催。前年度、
中学校を一巡致しましたので、今後の対応につい
て「クラブ協議会」にはかり、引き続き新座中学
校からスタートする事に決定致しました。
今年度は「第９回薬物乱用のない社会をつくる
ために！」を新座市立新座中学校で開催する予定

森田輝雄委員長の代理で発表させて頂きます。

７月のプログラム

委員長

岡野

です。ご協力の程宜しくお願い致します。

元昭

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
１５日（木） 定款による例会取消

出席報告

委員長

髙𣘺 遼太

Ｒ１.７.１１

出席 １９名 欠席 ４名
会員数２９名 出 席 率 ８２．６１％
（免除者６名） 修正出席率 例会取消

クラブからの連絡
★２０１９年度上期会費納入のお願い

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

