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第２１１８回例会第２１１８回例会第２１１８回例会   １１月第１週１１月第１週１１月第１週   １１月７日（木） １１月７日（木） １１月７日（木）    

通常例会通常例会通常例会      「Ｒ財団月間」「Ｒ財団月間」「Ｒ財団月間」   に因んでに因んでに因んで      萩原萩原萩原   勇Ｒ財団委員長勇Ｒ財団委員長勇Ｒ財団委員長   

司   会  親睦活動委員             

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」 

ビ ジ ター 岡部みゆき様（坂戸さつき） 

       ロータリーの友地区代表 

 

 １１月になりました。ロータリー財団月間で

す。委員長萩原さん、卓話宜しくお願いします。 

 本日はロータリーの友地区代表の地区代表委員

岡部みゆき様に坂戸さつきロータリークラブより

お越しいただいております。岡部みゆき様ありが

とうございます。岡部様のお陰様で当クラブでも

ロータリーの友の抜粋を例会で発表しています。 

 さて、９月より大変盛り上がりましたラグビー

ワールドカップが南アフリカの優勝で終わりまし

た。 

会長の時間 会長 陣野壮太郎 

 

 イギリスで始まったラグビーもイギリス植民地

だったニュージーランドや南アフリカが世界最強

と言われることに時代を感じますのと、決勝がイ

ギリス対南アフリカだったことにも意義を感じま

す。今回の南アフリカ代表は初の黒人キャプテン

ということで再びワールドカップ優勝で国をひと

つにしたと称賛されいています。 

インビクタスという映画（アパルトヘイト後のマ

ンデラ大統領時代にラグビーワールドカップで優

勝しようとテコ入れし白人黒人の融和を図り見事

に優勝したことで国をひとつにした実話）を彷彿

とさせられましたが今回はさらに初の黒人キャプ

テンということで重みがあるそうです。 

 ロータリークラブの活動の基礎は世界平和・人

道支援です。今回のラグビーワールドカップで私

達ロータリークラブの活動と同じ志や希望がたく

さん見えました。共感させられたり刺激を頂いた

り、私達の活動に励みをいただいたと感謝してお

ります。これからもロータリー活動を推進して参

りましょう！重ねて今月はロータリー財団月間で

す。よろしくお願いします！！ 



 
会員誕生月：大塚 誠一・出浦 惠子 各会員 

夫人誕生月：神谷 億文・内田 昌史 各会員夫人 

結婚記念月：松岡 昌宏・岡野 元昭・宮川 勝平 

    萩原 勇・神谷 浩一・神谷 稔 各会員 

今月のお祝い 

 

「１１月度会員親睦委員会」のお知らせ 

日時：１１月２８日（木）１９時～ 

場所：リストランテ「パーシモン」  

 会費：５，０００円 

親睦活動委員会第２回炉辺会合のお知らせ 

「クリスマス家族例会打ち合わせ」を行います  

 日時：１１月２８日（木）集合時間：１８時    

 場所：リストランテ「パーシモン」 

「クリスマス家族例会」お知らせ 

日 時：１２月１４日（土）１８時から２０時 

場 所：ベルセゾン ４Ｆ 「高砂」  

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★中学生以下はバイキング 

 ★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。 

お忙しい事と存じますが、ご家族をお誘いして 

ご参加下さい。宜しくお願い申し上げます 

親睦活動委員会    委員長 宮川 勝平     

委員会報告 

 

「ロータリーの友」１１月号のみどころ   

一例として 横組みページ番号     

P３ ＲＩ会長メッセージ 「国連」と「ロータ

リー」の深い関係 国連憲章の起草にロータリー

から11名 諮問役に 

P7－13 財団月間  財団のことが分かり易く     

             （各会員に連絡済） 

雑誌広報委員会      委員 小泉 哲也     

 １、１１月のロータリーレート １ドル＝１０８円 

１、地区事務所より７件受信 

 １）米山記念奨学生受入のお願い 

 ２）財団奨学生募集ポスター及びロータリー財 

   団[海外派遣]奨学生募集ポスター掲示依頼 

 ３）ロータリーの友１１月号、今月のみどころ 

 ４）再度、１２月８日開催予定の米山記念奨学   

   クリスマス会の案内受信 

新たに、学友出席予定者リスト・奨学生手 

作りのプログラム受信 

 ５）ロータリー・リーダーシップ研究会(ＲＬ 

   Ｉ) PartⅡ開催の案内（再度） 

   期日：１１月２３日(土)  

 ６）第３回青少年交換委員会オリエンテーショ 

   ンの案内 

   期日：１１月１０日（日）点鐘：１３時３０分 

   場所：国立女性教育会館 ３０１研修室 

 ７）世界ポリオデー広告掲載新聞受信 

１、米山梅吉記念館より、１００円募金のお礼状 

  及び領収書拝受 

１、新座市民まつり産業フェスティバル「こども

ひろば」第２回担当者会議開催の案内 

  日時：１１月２３日(土) １８時３０分 

  場所：新座社会役所 第二庁舎１階会議室２ 

１、「赤い羽根共同募金」協力依頼 

１、新座市国際交流協会より、創立２０周年国際 

  交流デー開催の案内 

日時：１１月１０日(日) １０時～１４時 

   場所：新座社会役所駐車場 

１、例会変更（朝霞・朝霞キャロット）各ロータ 

  リークラブより拝受 

１、志木ロータリークラブよりクラブ会報拝受 

１、腎・アイバンク第３１号会報拝受 

幹事報告 幹事 石原 勇介 

スマイル報告 

 
親睦活動委員会      委員 和田 法幸     



 

 ロータリーの友 地区代表委員を拝命いたしま

した岡部みゆきです。 

「友」への想いは、ガバナー月信９月号に掲載い

たしました。８月号「地区研修協議会」の際に撮

影したものが表紙に載りました。 

 私は「be a friend」田中一郎年度(坂戸クラ

ブ)に入会しました。１９９５年３月の事です。 

「友」の扱い 

 読み物が好きな私は、自分のロータリー活動の

証として、入会以来ずっと「友」を書棚に並べま

した。膨大な量ですが、今でも続いています。 

しかし「友」バックナンバーの閲覧はウェブサイ

トでも可能ですが・・・ 

 今日の新座クラブ、３０クラブ目。卓話ありス

ピーチあり 楽しい訪問が続いています。目標の

一つとして５０クラブ全訪問をかかげました。 

 もう一つは「今月の友のみどころ」 

クラブ配信です。「友のみどころ」はクラブ独自

ですでに実行されているところもあるかもしれま

せん。地区代表委員の目でお伝えすることも自分

に課せられた使命と思っています。 

 すでに各クラブへ7・8・9・10・11月号「友」

のみどころという書面を毎月配信していますので

会長報告なり幹事報告なりでご活用ください。 

一人でも多くの方に、「友」のページを開いてい

ただけるように工夫をしていくつもりです。 

 友委員としては、第２５７０地区、各クラブ、

ロータリーアンの皆様に「友」への投稿を最低1

回、チャレンジしてほしいとおもいます。 

「友」は一般紙にはない、情報が詰まった宝箱で

もあります。「友」からはロータリー情報だけで

はなく、各界でご活躍の方の意外な側面を知るこ

とも可能です。 

 

岡部みゆき様（坂戸さつき）お世話になります。 

陣野壮太郎会員 ロータリーの友地区代表の岡部

みゆき様、ようこそ新座クラブにお越し下さいま

した。ご指導どうぞ宜しくお願いします。萩原さ

ん、卓話宜しくお願いします。Ｒ財団月間です。

皆様宜しくお願い申し上げます。 

石原 勇介会員 ロータリーの友地区代表委員岡

部みゆき様ようこそ新座クラブにお越し頂きまし

た。どうぞ宜しくお願い致します。 

本木 英朗会員 長い間休みまして大変申し訳あ

りませんでした。やっと復帰し普通の生活に戻り

ました。元気ハツラツ！ 

岡野 元昭会員 よろしく 

萩原  勇 会員 今月は財団月間です。宜しくお

願いします 

小泉 哲也会員 岡部さん本日はご指導の程宜し

くお願い申し上げます！ 

神谷  稔 会員・宮川 勝平会員・増渕 和夫会員 

森  克巳会員・和田 法幸会員 『ロータリーの

友地区代表委員岡部みゆき様ようこそ新座クラブ

へ！ご指導宜しくお願い致します。萩原 勇Ｒ財

団委員長よろしくお願い致します』 

卓話 

 

 １１月はロータリー財団月間です。 ロータリー

財団は、皆様からのご寄付を世界各地での奉仕活

動に役立てています。創立以来１００年間、教育の

支援や持続可能な成果を生み出すプロジェクトに

より、世界の地域社会を少しずつ変えていく事が

できます。 

クラブ目標２，９００ドルにご協力をお願い致します。 

 お一人 Ｒ財団寄付金  １００ドル １０，８００円 

 １１月のロータリーレートは １ドル⇒１０８円      

国際ロータリー第２５７０地区 

 ロータリーの友地区代表委員 岡部みゆき 

Ｒ財団委員会       委員長 萩原 勇     



 

新座ロータリークラブ事務局  

〒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 国際ロータリー第２５７０地区 新座ロータリークラブ 

http://www.niiza-rc.jp 

 委員長 髙𣘺 遼太 出席報告  委員長 岡野 元昭 

１２月１４日（土） 「クリスマス家族例会」 

 場所：ベルセゾン ４階 「高砂」 １８時 

★親睦委員会は会場設営の為１７時集合 

★出欠を事務局に連絡して下さい 

クラブからの連絡 

出席 １５名 欠席 ８名 

出  席  率 ６５．２２％  

修正出席率 ９２．００％ 
会員数２９名 

（免除者６名） 

Ｒ１.１１.７ 

☆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 

２１日（木） 例会取消 定款による 

2８日（木） 夜間例会 「１１月度会員親睦会」 １９時 

               リストランテ「パーシモン」 

12/5 （木） 通常例会  「年次総会・クラブ協議会」 

１２日（木） 通常例会  「月間に因んで」 増渕会員 

１４日（土） 夜間例会 「クリスマス家族例会」 １８時 

１１・１２月のプログラム 

 

念日とご一緒の誕生日 

１０月 小林ガバナー ２７７０地区ガバナー ポ

リオサバイバー 

１１月 国連憲章とロータリー財団が分かり易く 

「ＲＯＴＡＲＹ」冊子の活用 

１２月１４日（土）増強フォーラム開催 

 初の試み 対象は非ロータリアン ９０分で 

 ご挨拶 セレモニー１０分 

 「ようこそロータリーへ」DVD１７分 

 米山学生スピーチ 

 パネルデイスカッション  

  スピーカー 最年少３０代・４０代・５０代 

  女性２名 男性３名   

 ぜひぜひ、各クラブ1名、お連れ下さいませ。 

 私は今年度、会員増強委員会との兼任になりま

すが、ロータリーは世界をつなぎ、日本をつなぎ 

埼玉をつなぐ。その想いで、一緒に「鈴木年度」

の底上げをしてまいりましょう。 

県内６３市町村（２０１９年７月末現在）  

 ２７７０地区 ２４市町   ２０市４町     ２５４２名  

 ２５７０地区 ３９市町村 ３０市８町１村  １６２４名 

（２０年ぶりにプラスになった２０１７年６月末） 

何とか、２７７０地区に近づくように頑張っていき

ましょう。 

５月２０日にオリエンテーションにはじまり、 

７月１日、８月９日 つづいて１１月１１日都内

で行われる全国の３４の地区から友委員が集まる

「友」会議です。２５７０地区のよさをしっかり

アピールしていきたいと思います。 

投稿方法は５０ページ前後に掲載してありますか

ら、ぜひ活用ください。 

例えば、志木クラブでは、埼玉県朝霞県土整備事

務所副所長が１９号台風直後の例会の卓話講師で

した。１９号台風の恐ろしさを語って下さいまし

た。私は会長の許可を得て、友に投稿しました。 

公共イメージの分野ですが 

１０月２４日 新聞広告 これは２７７０地区と

共同で「世界ポリオデー」にあわせて、読売新聞

５ページに全面広告を載せました。 

世間の皆さまに「ロータリー」を知っていただく

ための方法の一つでした。 

情報box 「友」の一例 

７月号 鈴木ガバナー 

テレビ朝日 久保田直子 アナウンサー  

父上がロータリアン 青少年交換学生だったこと 

８月 ミキハウスの社長・木村皓一さんがポリオ

を克服（８月号） 

９月 令和天皇 ２月２３日 ロータリー創立記 


