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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２１２１回例会 １２月第１週 １２月５日（木）

通常例会

「クラブ年次総会・協議会」

司

会 親睦活動委員

髙𫞎 遼太

今年４５周年を迎えております。後ほどのクラ

点

鐘 会長

陣野壮太郎

ブ協議会では４５周年の周年事業について話し合

ソ ン グ 「君が代」「奉仕の理想」

いたいと思いますので皆様からの活発なご意見を

唱

よろしくお願い致します！

話 「四つのテスト」

一方で４５年経ち、常に新しい会長で繋いで参り

会長の時間 会長 陣野壮太郎

ましたが候補がつかえてしまいます。これからの
運営をどうして行くかも今後課題として会員皆様
と共有して行きたいことです。どうぞご協力よろ
しくお願い申し上げます。

幹事報告 幹事 石原 勇介

皆さんこんにちは！先週は夜間例会ご参加あり
がとうございました。
大きな出来事としては中曽根康弘元首相が亡く
なりました。
１９８２年昭和５７年から１９８７年昭和６２年
にかけて首相を務められ日本の高度成長の終盤に
国鉄など大手公社を民営化した実績やロンヤスの

１、１２月のロータリーレート １ドル＝１０８円

仲、またリクルート事件などバブル崩壊直前のい

１、地区事務所より２件受信

わゆる昭和の最後の大きな成長期を担われた首相

１）ＲＩ第２５７０地区「ロータリー・リーダーシップ

でした。

研究会(ＲＬＩ)」PartⅢ開催

我がクラブもこの頃に大きく成長したことでしょ

期日：令和２年１月１９日(日)

う。

２）ロータリーの友今月号の見どころ配信

１、新座市商工会新年交歓会の案内受信

「クリスマス家族例会」再度のお知らせ

日時：1月２２日（水）受付１６時

日 時：１２月１４日（土）１８時から２０時

★新春時局講演会は１４時から
場所：新座市商工会館

場 所：ベルセゾン ４Ｆ

３階 大会議室

「高砂」

お忙しい事と存じますが、ご家族をお誘いして

会費：４，０００円

ご参加下さい。宜しくお願い申し上げます

１、例会変更（朝霞・朝霞キャロット）各ロータ

尚 親睦活動委員会の皆様は、会場設営のため

リークラブより受信

１７時に例会場に集合してください

１、志木ロータリークラブより会報拝受
１、バギオ基金協力依頼及び２０１８年度事業報告
１、オペラ彩第３６回定期公演オペラ「ナブッ

雑誌広報委員会

委員 金子

幸男

コ」招待状拝受
１、市民新報受信
１、１１月度会員親睦会収支報告回覧

今月のお祝い
「ロータリーの友」１２月号のみどころ
P３ ＲＩ会長メッセージ
P7

ホノルル国際大会

元気に「Ｒ活」疾病予防と治療月間によせて

P17 ノーベル平和賞デニ・ムクウエゲ氏とロータ
リーの役割
P55 第２８４０地区 群馬県
P56 俳壇 日高RC
神谷億文・本木英朗・宮川勝平会員に花束贈呈

「お誕生月おめでとうございます」

地区女性会を開催

柳壇 所沢西RC

川越RC 熊

谷籠原RC 入間南RC
P76 この人訪ねて

今年の目玉企画

会員誕生月：宮川勝平・本木英朗・神谷億文 各会員

福岡の総合メデイカル（株）立志伝中の人

夫人誕生月：本木英朗・神谷浩一・森克巳

小山田浩定さん

各会員夫人

P81

AIと先端医療

第2710地区 グループ8

IM

東條有伸様東京大学医科学研究所付属病院病院長

結婚記念月：なし

2019年RIテーマ「ロータリーは世界をつなぐ」
まもなく年の瀬を迎えます。ロータリー活動と

委員会報告

しては年次総会の時期となり、次年度に向けて組
織編制もされていきます。しかし、鈴木年度はあ

親睦活動委員会

委員長

宮川

勝平

と半期。寄付金、増強、当年度のプログラム達成
にもしっかり取り組んで参りましょう。
私のクラブ訪問も明日２８日の入間クラブで３
８クラブ達成となります。未訪問の１２クラブの
会長幹事様ご協力をお願い致します。また１２月
１４日（土）１３時から熊谷キングアンバサダー
ホテルで「増強フォーラム」を開催致します。
ご参加お待ちしております。

社会奉仕委員会

委員

岡野

元昭

金子

幸男会員

寒くなりました。インフルエン

ザには気を付けてください。
細沼 哲夫会員・岡野 元昭会員・増渕 和夫会員
岡本比呂志会員・神谷 億文会員・龍山 利道会員
松岡 昌宏会員・髙𣘺 遼太会員・和田 法幸会員
『クラブ年次総会宜しくお願い致します』

クラブ年次総会

「心の声かけ運動」にご協力頂く会員の皆様
宜しくお願い申し上げます
新座第四中学校：岡野元昭・萩原

勇 各会員

新座第二中学校：森田輝雄会員

会長エレクト

次年度役員理事発表

島忠新座店前：神谷 稔・神谷浩一・鈴木明子
各会員

Ｒ財団寄付金にご協力をお願い申し上げます

2020～2021年度 役員・理事
理

役

直
事

松岡

昌宏

会

幹

スマイル報告
委員

会
副

１００ドル（１０，８００円）

親睦活動委員会

哲也

２０２０年度役員理事を発表致します。

新座中学校：小泉哲也会員

＊Ｒ財団寄付金

小泉

員

前

会

長

小泉

哲也

長

岡野

元昭

事

神谷

億文

長

陣野壮太郎

会 長 エ レ ク ト
ク ラ ブ 奉 仕

鈴木

明子

会

計

細沼

哲夫

会

場

監

督

増渕

和夫

社

会

奉
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森田

輝雄

職

業

奉

仕

髙𫞎 遼太

国

際

奉

仕

金子

幸男

青 少 年 奉 仕

大塚

雄造

本日は総会です。年の瀬も迫っ

研 修 リ ー ダ ー

岡本比呂志

て参りました。お忙しいと思いますがどうぞ宜し

理事(プログラム)

松岡

昌宏

理事(親睦活動)

石原

勇介

理 事 ( 副 幹 事 )

森

克巳

陣野壮太郎会員

くお願い申し上げます‼
石原

勇介会員

本日、クラブ年次総会とクラブ

協議会皆様のご協力宜しくお願い致します。
小泉

哲也会員

年次総会と言う節目の日を迎え

大変緊張しています。本日宜しくお願い致します
宮川

勝平会員

誕生月です。これから楽しく過

ごしていきたいと思います。
本木

英朗会員

誕生月で６７歳になりました。

これからも宜しくお願い致します。
神谷

稔 会員

年次総会おめでとうございま

す。次年度役員さん頑張ってください。

ご協力の程

宜しくお願い申し上げます

２０１９年度会長職就任にあたり

小泉

理事、役員をお願い致しました皆様に於かれま

哲也

次年度会長職のご承認を頂きました小泉哲也と
申します。
仕事は、新座市役所近くにて新座ロータリーク
ラブと同じく創立４５周年を迎えた野火止テニス
クラブと言う会員制とスクール事業を行う会社を
経営しております。
ご高齢の愛好家の方には健康維持・増進の場、
憩いの場、若いジュニアのお子さんたちには学び
の場をテニスクラブを経営する中で提供をしてお
ります。
人と人との出逢い、人と団体との出逢い、人と

しては、お願いした際、二つ返事で快くお引き受
けいただきました。これからの一年半、何卒宜し
くご指導、並びにご支援の程宜しくお願い申し上
げます。
また、会員の皆様方に於かれましても、このク
ラブの歴史と伝統、よい雰囲気を守り、更に快適
なクラブライフにするべく行動して参りますので
何卒宜しくお願い申し上げます。
尊敬できる皆様方との活動できる喜びを胸に頑
張ります。ご指導ください。宜しくお願い申し上
げます。

役職との出逢い。この場に立たせて頂くことで、

クラブ協議会

改めて「出逢いは財産」という言葉を本当に痛感
しております。
今年度、創立４５周年を迎えるこの新座ロータ

創立４５周年記念式典について意見交換をする

リークラブに、２０１３年７月に入会をお許しい
ただき早いもので丸６年が経ちました。

１）期日：５月２３日（土）午後から

まだまだロータリアンとしての経験が浅く、会

２）実行委員会の設定：今年度年度理事役員

長職にはそぐわない部分も多々あるのは重々承知

実行委員長：宮川勝平会員

しておりますが、その部分についてはしっかりと

３）３５周年を参考に予算を立てる

自分自身認識し、真摯に受け止め誠実に会長とい

４）特別会費について

う職を一年間全うさせて頂きたいと思います。

５）来賓・アトラクションについて

１２月のプログラム

委員長

岡野

元昭

１２日（木） 通常例会 「疾病予防と治療月間月間」
に因んで

増渕和夫会員

１４日（土） 夜間例会 「クリスマス家族例会」 １８時
ベルセゾン ４階 「高砂」
１９日（木） 例会取消 クリスマス家族例会に振替
２６日（木） 移動例会 「平林寺参拝」

出席報告

委員長

髙𣘺 遼太

Ｒ１.１２.５

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 例会取消

クラブからの連絡
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

☆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

★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

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

