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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２１１４回例会 １０月第１週 １０月３日（木）

通常例会 「ガバナー補佐訪問」
RI
RI第２５７０地区
第２５７０地区 第２グループ ガバナー補佐 松川 厚子様
司

会 親睦活動委員

松岡 昌宏

点

鐘 会長

陣野壮太郎

ソ ン グ 「君が代」「奉仕の理想」
唱

話 「四つのテスト」

ゲ ス ト 松川厚子様（和光）ＲＩ第２５７０地区
第２グループガバナー補佐

会長の時間 会長 陣野壮太郎

相撲と言えば古くは古事記に記載がある話や江
戸時代に神事として醸成された文化で日本古来の
独自の文化です。そこには武士道があり、しきた
りや伝統が受け継がれています。そして、その相
撲取りの体格の選手達が猛スピードでグランドを
走りぶつかり合っているのがラグビーです。ラグ
ビーワールドカップが日本で開催され日本代表も
大活躍で大変盛り上がっていますね。私は大の
サッカーファンですが英国では「野蛮人がルール

本日は松川ガバナー補佐をお迎えしての補佐訪

の下で紳士的に競技するのがサッカー。紳士が

問例会となります。松川ガバナー補佐、早くから

ルールの下で野蛮人のように競技するのがラグ

お越し下さいまして誠にありがとうございます。

ビー」と言われるらしいですが大いに納得しま

さて、本日は日刊スポーツ新聞一面に、本日も

す。サッカーでは対戦する相手チームの応援が

ご出席の増渕会員の勤務先野火止クリニックさん

しっかり分けられ時にはそれでも応援サポーター

の広告が掲載されておりました。横綱稀勢の里関

同士が喧嘩をしてしまうくらいに混乱しますが、

の引退断髪の記事とともに大関高安関と掲載され

ラグビーは両チームの応援サポーターが席をぶん

るスポンサー広告で素晴らしい会員さんがいるこ

だんすることなく一緒に観戦し好プレーを称え

とをクラブとして誇りに思います。

あっています。そこには騎士道精神を感じます。

日本には武士道精神があり英国には騎士道精神が

今月のお祝い

ある。国際ロータリーはそういった世界の良い心
が「良いことをしよう」と集まった組織でもあり
ます。その国際ロータリーの２５７０地区で今期
の運営を支えて頂いているのが松川ガバナー補佐
です。先程お話を伺っておりましたら人それぞれ
お立場や背景があってロータリークラブへ奉仕す
ることは容易なことではない松川ガバナー補佐も
いろいろ工夫されたり苦労されお務め頂いている
ことが感じられ、共感致しました。松川ガバナー

会員誕生月：鈴木明子・金子幸男・神谷稔 各会員

補佐のご献身に心より感謝申し上げます。

夫人誕生月：増渕和夫会員夫人

松川ガバナー補佐、本日の卓話も楽しみにして

結婚記念月：石原勇介・金子幸男・大西克幸

おります。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

各会員

幹事報告 幹事 石原 勇介

委員会報告
親睦活動委員会

１、１０月ロータリーレート

委員長

宮川

勝平

１ドル＝１０８円

１、地区事務所より４件受信
１）２０１９年度版手続要覧と組織規程（定款
細則）をマイロータリーにアップ

「１０月度会員親睦会」のお知らせ
日時：１０月２４日（木）１９時～

２）ロータリーカード（クラブカード）活用依頼

場所：ベルセゾン

３）Ｒ財団学友会ニュース第２号受信

会費：５，０００円

１F「吉祥」

４）第４１回バギオ訪問交流の旅の案内
日時：２０２０年３月１２日（木）～１５日（日）
１、２０２０年国際大会本会議・ガバナーズナイト
【国際大会本会議】

米山記念奨学委員会

委員長 神谷

億文

ロータリー米山記念奨学事業２０１９年度版豆

期 日：２０２０年６月７日（日）

辞典を配布します。なるべく全会員の皆様の善意

会 場：ハワイコンベンションセンター

の寄付金をお願い申し上げます。

登録料：12.15迄 450＄ 2020.3.31迄 550＄

米山寄付金：１０，０００円（希望）

【地区ガバナーズナイト】
期 日：２０２０年６月７日（日）１８時～
会 場：アウトリガーリーフワイキキビーチ
リゾートホテルダイヤモンドヘッドテラス
登録料：１名 ２５，０００円（飲食費含む）

社会奉仕委員会

委員長 森

克巳

新座快適みらい都市市民まつり第４４回産業フェ
スティバル「こどもひろば」参加ご協力のお願い

１、朝霞ロータリークラブより第２回収支報告書

日時：１０月１４日（月・祝）ＡＭ９：００～ＰＭ３：００

１、新座こぶしＲＣより第１回収支報告書受信

場所：新座市役所効用車駐車場１～４

１、朝霞ロータリークラブより週報拝受

★社会奉仕委員会は般入の為８時３０分集合

第２グループ ガバナー補佐卓話
雑誌広報委員会

委員

金子

幸男

「ロータリーの友 １０月号」みどころ紹介
P３

RI会長メッセージ 10/24 世界ポリオデー

P５

空き店舗に地域コミュニティスペースを

第２グループガバナー補佐

松川

厚子

P８ マロ―ニーＲＩ会長来日特集
P22 「１０月は米山月間」
P34 侃々諤々「今月のテーマは例会の服装」
P58 ロータリーアットワーク 「希望の風イベン
ト大盛況」

その他 ★各会員に送信済

【松川厚子氏略歴】

スマイル報告

昭和２７年１月 和光市白子生まれ
昭和４９年３月 東京薬科大学薬学部卒業、

親睦活動委員会
松川

委員

厚子様（和光）

神谷

億文

補佐訪問で伺いました。

同年５月 薬剤師資格取得
富沢薬局 代表取締役

皆様に歓迎して頂きありがとうございます。本日

和光市立小学校及び県立和光高校

は宜しくお願い致します。陣野会長、森田直前ガ

朝霞地区四市学校薬剤師支部長

バナー補佐には大変お世話になっております。

２０１１年１月

陣野壮太郎会員

度のクラブ会長をはじめ、地区米山記念学友委員

松川ガバナー補佐本日誠に有難

学校薬剤師、

和光ロータリークラブ入会、二

うございます。グループと地区を通じてのロータ

会役員等を歴任

リークラブへのご貢献に心より感謝申し上げます

２０１９-２０年

石原

リー第２５７０地区 第二グループ ガバナー補佐

勇介会員

松川ガバナー補佐ようこそお越

鈴木秀憲ガバナー年度 国際ロータ

し頂きありがとうございます。どうぞよろしくお

『ガバナー補佐として』

願い致します。

１０月に入りましたがまだまだお暑い毎日でござ

岡野

元昭会員

松川ガバナー補佐、本日は宜し

様ご出席頂きまして誠にありがとうございます。

くお願いします。
増渕

和夫会員

います。本日は、ガバナー補佐としての訪問に皆

９月２９日、稀勢の里の断髪式

まず国際ロータリーのテーマと運営方針からお話

へ行って来ました。

しします。２０１９～２０２０年度国際ロータリー会長

岡本比呂志会員

マーク・ダニエル・マロニー氏のテーマは「ロー

松川ガバナー補佐新座クラブへ

ようこそ。よろしくお願い致します。

タリーは、世界をつなぐ」です。そして地区の

大塚

テーマは、つなげると変化です。基本の部分を未

誠一会員

松川ガバナー補佐、本日はよろ

しくお願い致します。

来につなげることと、時代に応じて、変化させる

松岡

こと、基本に帰ることです。

昌宏会員

松川ガバナー補佐ようこそ新座

私の仕事は、ガバナーの方針に従い、ガバナー

クラブへおいで下さいました。
松川ガバナー補佐ようこそ新座

が公式訪問を行いやすいように書類の審査などを

クラブへ。私事ですが、今月は誕生月です。５０

代理で行い、前もって準備をすることです。クラ

歳後半、坂を転がり落ちて行きます。

ブ会長の皆様は、周りの会員が、可能な限り最大

神谷

限を達成できるように意欲を引き出して下さい。

鈴木

明子会員

稔 会員・大塚 誠一会員・金子 幸男会員

宮川 勝平会員・萩原

勇 会員・神谷 浩一会員

神谷 億文会員・龍山 利道会員・森

克巳会員

そしてそれが、次年度に繋がるように、クラブの
中での繋がりに特に気をつけて下さるようお願い

『松川ガバナー補佐ようこそ新座クラブへお越し

致します。と、お願いを申し上げさせて頂きまし

下さいました。ご指導宜しくお願い致します』

たが、私はまだロータリークラブに入会させて頂

いてから１０年も経っておりません。

大学でも、母が優等生だったと知りました。母と

そのため、ガバナー補佐といっても分からないこ

競おう気持ちもあったのですが、もうそれはやめ

とばかりですが、この補佐訪問を通して、第２グ

て、クラブ活動に励みました。又、私は、本当は

ループのいろいろなクラブを回らせて頂けますの

英語が大好きで、通訳になりたかったのですが、

で、クラブ運営について、例会のやり方や、ゲス

母と祖母の勧めで薬剤師の道を選びました。

トの応対、地区との関係など、具体的な事を見聞

そんな経験から、二人の娘は、自分と同じ学校は

きさせて頂くなかで、しっかりと勉強したいと

やめて、幼稚園から四谷雙葉に入れ、自由にさせ

思っております。

ました。その結果としては、二人とも、私の主人

また、皆様のクラブから、地区やガバナーへのや

と同じ、医師になりました。

りとりが円滑にできるよう、会長幹事会等を通じ

ある年、母が早期の胃がんで入院することにな

て、一生懸命努めて参りますので、どうぞ宜しく

り、一夏、私が薬局を切り盛りすることになりま

お願い致します。

した。一夏の予定でしたが、結局、私が薬局を継
ぐことになり、現在に至っています。

少し、私の職歴等について紹介いたします。
小さい頃からお店で遊んでいた私は、人と接する

私は、学校薬剤師としてよく学校で、薬の話を

ことや、人の喜ぶ顔を見るのが好きでした。そし

させて頂いたりもします。その際には、薬物乱用

て、商家ですから、人に会ったら先に会釈するよ

防止や、薬の適正使用のお話しをしております。

うに教えられました。

また、薬学部５年生の実務実習生をあずかること

学生時代は、薬剤師になるためのレールが敷か

もしており、これはかなり大変なことですが、他

れていた中、私なりに一生懸命勉強し、楽しく過

の薬剤師や事務の人達の協力でなんとかやってい

ごしておりました。

ます。人に教えるという事は、自分はそれ以上に

小学校では、父母の方針で転校もあり、可愛がっ

学んでいなければなりません。それが結果的に、

てくださった先生や仲の良かった友達と離れてし

お店のレベルを上げる事になっており、とても良

まったのですが、幸い、新しい学校にもすぐ慣れ

い事だと思っております。
ロータリークラブでの活動では、二度のクラブ

ることができました。
中学、高校では、母と同じ学校に通い、母を教え

会長をさせて頂いたり、父がロータリアンのせい

た先生が何人か残っており、母が優等生だった事

か、先輩の皆様には、本当によくして頂き、いつ

を知りました。何かにつけ母と比べられましたが

もありがたく思っています。

私なりの努力が実り、東京薬科大学に合格するこ

どうか皆様今後とも相変わりませず、ご指導の程

とができました。ここも母が歩んだ道でした。

宜しくお願い申し上げます。

１０月のプログラム

委員長

岡野

元昭

出席報告

委員長

髙𣘺 遼太

Ｒ１.１０.３

１４日（月） 「新座市民まつり」は台風の影響で中止
１７日（木） 通常例会 「ガバナー公式訪問」
２４日（木） 夜間例会 「会員親睦会」 吉祥 １９時
３１日（木） 例会取消 定款による

出席 １８名 欠席 ５名
会員数２９名 出 席 率 ７８．２６％
（免除者６名） 修正出席率 ７３．９１％

☆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
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

