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ソ ン グ 「君が代」「奉仕の理想」 

唱   話 「四つのテスト」 

 

 あけましておめでとうございます！新年初めの

例会へお集まりいただきありがとうございます。 

毎月の第一回例会は恒例の国歌斉唱で始まりまし

た。身の引き締まる思いです。 

 さて、年末年始はゴーンショックというか逃亡

劇に驚いたことかと思います。 

私達日本人は、仕事は喜びであるという姿勢で働

きますが欧米では仕事はお金をもらうためという

考え方だそうです。 

 私が今期「職業奉仕」をクラブの柱にしていま

すのも働くことで社会やお客様のお役に立つこと

喜びを得ることを会員相互に研鑽したいという思

いからです。 

会長の時間 会長 陣野壮太郎 

 

１、１月のロータリーレート １ドル⇒１１０円 

１、地区事務所より９件受信 

 １）ライラデー（青少年指導プログラム）イン

ターアクト次期指導者講習会クロスプロ

モーション開催の案内 

     日時：２月１１日(火)点鐘：１０時３０分～１６時 

場所：ウエスタ川越 

費用：学生無料 ・ロータリアン ２，０００円 

     ＊締切：１月３０日（木） 

 ２）公共イメージ活動について（協力依頼） 

  ①「ロータリーって何？」のアンケート収集 

  ②ロータリーをアピールする新聞広告の協力 

幹事報告 幹事 石原 勇介 
 

 あと残り半年となりました今期ですが職業奉仕

を中心とした会員の交流をできるクラブであるよ

う運営を支えて参ります。どうぞ宜しくお願い申

し上げます！ 



 
 ３）戦略計画委員会設立のお願い 

  変動する時代の中で「現状を分析し、自分

たちのクラブはどうすれば組織を強化でき

るか、また将来どうありたいか」、そのビ

ジョンを定めなければいけない時期に来て

おります。今年は、そのために、是非とも

各クラブで戦略計画委員会を作って頂き、

各クラブのビジョンを定め、次年度事業計

画に繋げて頂きたい。 

４）貴クラブの誇れる点の発表について 

  発表日：４月１９日午後 地区大会にて 

発表内容：貴クラブが日頃行っているクラ 

ブ運営や奉仕活動等の中で誇れる点。或は  

クラブ会員で誇れる活動を行っている方の 

事業等でもＯＫです。若しくは、その他に 

他クラブへ自慢できる事等々 

発表時間：1クラブ1分間（交代時間10秒） 

５）２０２０年ロータリー国際大会 本会議及

び地区ガバナーズナイトの再度の案内 

  参加希望者は回覧版にご記入下さい 

６）バギオだより２０２０年１月号受信 

７）２０２０～２１年度地区役員委嘱について 

   ロータリー財団委員会奨学学友・平和フェ 

   ロー委員会委員に陣野壮太郎会員 

 ８）地区分担金下期納入依頼＠14,100×会員数 

 ９）ロータリーの友今月のみどころ 

１、第２グループＩＭ開催の案内 

日時：２月１５日(土) 点鐘：１３時３０分～ 

場所：ベルセゾン 会議室 ６階 Hisho    

         懇親会 ５階 Fuji 

登録料：５，０００円（全員登録） 

１、第２グループ第４回会長幹事会収支報告書 

１、他クラブ週報（志木・朝霞）各ＲＣより拝受 

１、例会変更（朝霞・志木・和光）各RCより拝受 

１、クリスマス家族例会収支報告書回覧 

１、ＮＩＦＡだより第６１号拝受 

 

「新年会 新春の集い」出席のお願い 

 日時：１月２３日（木）  点鐘１９：００       

 場所：イタリアンテ「パーシモン」 

会費：１０，０００円   

親睦活動委員会     委員長 宮川 勝平    

委員会報告 

「地区大会記念チャリティ－ゴルフ」に参加ご

協力頂いた会員の皆様 宜しくお願い致します  

  本木 英朗会員・松岡 昌宏会員 

  陣野壮太郎会員・石原 勇介会員              

 日時：３月１１日（水）スタート８時      

 場所：鴻巣カントリークラブ 

表彰 Ｒ財団寄付金     

    

増渕和夫会員にマルチプル・ポールハリスフェロー  

「ご協力頂きありがとうございました」 

 

会員誕生月：岡野元昭会員 

夫人誕生月：大塚雄造・岡野元昭・大塚誠一 

      龍山利道・髙𫞎遼太 各会員夫人 

結婚記念月：並木傑・龍山利道・小泉哲也 各会員 

今月のお祝い 

乾杯  直前会長  松岡 昌宏 

    

新座ロータリークラブの益々のご発展と会員皆様

のご健康をご祈念申し上げ乾杯！ 



 

 

陣野壮太郎会員 あけましておめでとうございま

す！本年も何卒宜しくお願い申し上げます‼皆様

のご健康ご多幸を心より祈念しております。 

石原 勇介会員 新年あけましておめでとうござ

います。残り半年間宜しくお願い致します。 

神谷  稔 会員 新年明けましておめでとうござ

います。皆様より沢山の賀状ありがとうございま

した。 

金子 幸男会員 本年も宜しくお願い致します。 

森田 輝雄会員 新年おめでとうございます。本

年も宜しくお願い致します。  

並木  傑 会員 父の葬儀には大変お世話になり

ました。本年も宜しくお願いします。 

龍山 利道会員 あけましておめでとうございま

す。本年も宜しくお願い致します。 

松岡 昌宏会員 明けましておめでとうございま

す。今年もよろしくお願い致します。 

小泉 哲也会員 明けましておめでとうございま

す。本年も宜しくお願い申し上げます。 

鈴木 明子会員 新年おめでとうございます。本

年度も宜しくお願い申し上げます。新春卓話楽し

みにしています。 

森  克巳会員 明けましておめでとうございま

す。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

髙𫞎 遼太会員 明けましておめでとうございま

す。今年もよろしくお願いします。 

岡野 元昭会員・宮川 勝平会員・増渕 和夫会員

本木 英朗会員・神谷 億文会員・和田 法幸会員 

『明けましておめでとうございます。会長幹事の

新春卓話楽しみにしています』 

 新年、明けましておめでとうございます。 

 まずは、陣野会長を少しでもお助けすべく共に

半年間頑張って来る事が出来ましたのは皆様のご

指導ご支援があったからこそでございます。厚く

御礼申し上げます。 

 本日から２０１９年度下半期がスタートとなり

ますが、少し半年を振り返り、幹事としての活動

を振り返りたいと思います。 

 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。 

１０月には補佐訪問やガバナー公式訪問、そして

市民祭りが台風被害のため中止になり残念でござ

いました。１２月には次年度役員人事と様々なこ

とがありましたが、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ました。

至らない点も多々あったかと思いますがここまで

はご協力を頂きながら何とか職務を全うできたの

ではないかと思います。 

 これからの半年も２/１５にはIM、５/２３は、

４５周年記念式典、青少年育成事業や親子ボーリ

ング、6月福祉フェスティバル、などたくさんの

行事がありますのでより一層のご協力を頂きなが

ら、就任当初の卓話でお話させて頂いた「みんな

のためになる幹事」を念頭において時代に則した

変化を少しずつでも前へ進めて、様々な点で考え

て行き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、引き続きのご指導をどうぞ宜し

くお願い致します。 

ご清聴ありがとうございました。 

スマイル報告 

親睦活動委員会      委員 森 克巳    

新春卓話  会長 陣野壮太郎 

 

新春卓話  幹事 石原 勇介 
 

 改めて新年あけましておめでとうございます。

令和二年初めの例会ということで会長幹事の卓話 
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 委員長 髙𣘺 遼太 出席報告  委員長 岡野 元昭 

★下期会費及び特別会費納入のお願い 

  会費：１２０，０００円 特別会費：２０，０００円 

   納入締切：２０２０年１月３１日 

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 例会取消 
会員数２９名 

（免除者６名） 

Ｒ２.１.９ 

☆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 

２３日（木） 夜間例会 「新春の集い」  点鐘：１９時    

   場所：パーシモンホテル リストランテ パーシモン 

３０日（木） 例会取消 定款による 

２／６（木） 通常例会 「卓話」 森田輝雄会員 

１３日（木） 例会取消 定款による 

１月２月のプログラム 

 

しかし過去に秀吉がとった行動は倫理上悪くとも

国を守るという意味では必要で人間の性の両輪で

もあります。 

 個人的には父が南米、中米、中東と歴任しイラ

ン、イラク、サウジ、クエートと赴任していたこ

と、その間にイラン・イラク戦争も勃発したこと 

私が小学４年生頃だったかサウジかクエートの人

が拙宅へ遊びに来て泊まっていったことから中東

には親しみや感謝すらあります。 

そこで人が憎しみ合う、殺し合うことはとても悲

しい事です。私たちロータリークラブはこういっ

た争いを無くし世界を平和にしようと努力する奉

仕する団体です。今年も私達がクラブでやってい

る事の一面として心に置いて頂ければ幸いです。 

 さて私の父が体調を悪くしたように、本日の例

会にも体調不良で見えない、特に細沼会員、𠮷原

会員も参加したかった筈です。 

体調を崩された会員が戻ってきたくなるクラブ、

参加されたら喜んで頂けるクラブであるよう私も

会長として会の運営を頑張って参ります。 

この一年も皆々様のご健康とご多幸を心より祈念

申し上げ私の卓話を締めさせて頂きます。 

改めまして本年もどうぞ宜しくお願い申し上げま

す。 

 
で始めさせて頂きました。 

石原幹事、ありがとうございました。 

私の方からは、自身の話、クラブの話を近況や情

勢を交えてお話しします。 

 お正月皆様ご家族と和やかにお過ごしだったと

思います。私も両親のいる長崎へ帰省して参りま

した。年末に８０歳を超えた父親が入院してしま

い心配しながらの帰郷となりましたが無事に家族

でお正月を過ごせました。 

長崎では久しぶりに家族で市内観光をしました。

とても印象的だったのは２６聖人の話です。 

 当時布教活動が広まり始めたキリスト教の宣教

的な人材２６人を集め豊臣秀吉の命令で処刑する

事件が長崎で起こりました。世界遺産となった大 

浦天主堂では２６人を祀り日本におけるキリスト

教布教の歴史を展示しています。 

秀吉が彼らを処刑するに至ったのはキリスト教が

布教された後にスペインが植民地支配するという 

ことがアジア諸国で起きていたためです。 

 長崎から帰宅すると、トランプ大統領がイラン

の司令官を殺害しイランが報復をするという事態

が起こりました。宗教が政治利用される、宗教が

民族の争いを起こすことが我々日本人にはとても

理解し難いことです。 


