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 細沼会員の訃報があり悲しみに包まれた二週間

を過ごされたことと思います。年末にお誘いいた

だき細沼会員と食事ご一緒した際も春には治るか

らゴルフ一緒にやろうとお話しいただいておりま

した。本当に残念でなりません。 

 この二週間はコロナウイルスのニュースがほと

んどでもあり巷も暗い二週間でした。 

会長の時間 会長 陣野壮太郎 

 何か明るいニュースが無いか探していたら米国

のある家庭の話がありました。９年間もがんと

闘ってきた米ミシガン州ハドソンビル在住の男性

が１月８日、息子２人と妻を残して４７歳の若さ

で息を引き取ったのですが、愛する息子のために

ある贈り物をサプライズで準備していたという話

でした。 

 その５日後１月１３日は息子ローガンが１３歳

になる“ゴールデン・バースデー”（日付と年齢

が同じになる誕生日）。亡父の犬アレルギーによ

り犬を飼うことは永遠にないだろうと考えていた

息子ローガンに仔犬がプレゼントされたのです。

その息子の喜ぶ様子が撮影された動画が米国の各

局でニュースとして流れたようです。妻のメラ

ニーさんは「夫は９年間もずっと病気で苦しんで

きました。良い時もあれば悪い時もあり、いつど

うなってしまうのかもわからない状態でしたが、

ローガンだけでなく、家族みんなに素晴らしい贈

り物を遺してくれたのです」と述べ、涙ぐみなが

らこう続けたとのこと。「夫は人の心を癒すのが

上手な人でした。インディ（犬）は絶好のタイミ

ングでやって来て、私たちをたくさんの愛で包み

慰めてくれています。インディ（犬）といると、

夫が一緒にいて私たちを見守ってくれている気が

するのです。」 

 このニュースを聞いて細沼会員のことをまた     

黙  祷  

細沼哲夫会員のご冥福を 

心よりお祈り申し上げます 



 

１、２月のロータリーレート １ドル⇒１１０円 

１、日本Ｒ財団会及び米山記念奨学会より領収書 

  受信（当該会員に配布） 

１、地区事務所より５件受信 

 １）２０２０～２１年度 ＰＥＴＳ（会長エレ 

   クト研修セミナー）開催の案内 

   日時：３月１５日（日）点鐘 １０時～１７時 

   場所：紫雲閣 

締切：２月２８日（金） 

 ２）第２回Ｒ財団セミナー開催の案内 

日時：３月１４日（土） 点鐘１０時～１６時３０分 

場所：国立女性教育会館 １１０研修室 

締切：２月２７日（木） 

出席者：会長エレクト・次年度財団委員長 

３）公共イメージセミナー報告資料受信 

 ４）国際ロータリー年次大会恒例の「日本人親

善朝食会」の案内 

      日時：６月７日（日）点鐘１３：００～１５：４０ 

      場所：Sheraton・Waikiki・Hotel（シェラトン    

             ワイキキ・ホテル）ボール・ルーム 

      会費：８，０００円 

委員会報告 

 

思ってしまいます。細沼さんが私たちに残してく

ださったもの、それはこの新座ロータリークラブ

です。会員同士の絆です。私たちの心の中には細

沼さんは生き続けることでしょう。 

そして、私たち会員の絆が細沼さんを思い出させ 

ることでしょう。 

 細沼さんが支え、遺してくださったこのクラブ

が４５年を迎えます。残り４～５か月ですが会長

として私も運営を頑張って参ります。どうぞ新座

ロータリークラブをよろしくお願い致します。 

幹事報告 幹事 石原 勇介 

 

５）地区大会の案内（リーフレット配布） 

１日目 地区指導者セミナー・ 

    ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

日時：４月１８日（土）１５時から 

場所：熊谷市 ホテル ガーデンパレス 

２日目 本会議及び記念講演 

日時：４月１９日（日）１０時～１７時 

場所：行田市 産業文化会館 

１、ＭＩ事務局集合時間及び持ち物のお知らせ 

１、東京ロータリークラブの熊平雅人氏より「抜

粋のつづり その７９」拝受＊全会員に配布 

１、志木ロータリークラブより週報拝受 

１、朝霞ロータリークラブより例会変更拝受 

１、新年会収支報告書回覧 

 

「２月度会員親睦会」のお知らせ 

 日時：２月２７日（木）  点鐘：１９時    

 場所：ベルセゾン「吉祥」 

 会費：５，０００円 

親睦活動委員会   委員長 宮川 勝平 

 

会員誕生月：萩原 勇・大西克幸・森田輝雄 各会員 

夫人誕生月：なし 

結婚記念月：吉原良一会員 

今月のお祝い 



 

陣野壮太郎会員 細沼哲夫会員のご冥福を心より

祈念します。森田輝雄会員、卓話宜しくお願いし

ます。 

森田 輝雄会員 本日卓話をさせて頂きます。宜

しくお願いします。  

石原 勇介会員 森田輝雄会員の卓話楽しみにし

ております。 

神谷  稔 会員 細沼哲夫会員のご冥福を心より

お祈り申し上げます。本日、早退させて頂きま

す。森田会員、卓話拝聴できずすみません。 

増渕 和夫会員 細沼哲夫会員の逝去に心から哀

悼の意を表します。本当に残念です。 

岡野 元昭会員・宮川 勝平会員・並木  傑  会員

本木 英朗会員・松岡 昌宏会員・小泉 哲也会員

和田 法幸会員 

『細沼哲夫会員のご冥福を心よりお祈り申し上げ

ます。森田輝雄会員の卓話楽しみにしておりま

す』 

スマイル報告 

親睦活動委員会    委員 和田 法幸    

 「第２グループ IM」出席のお願い 

 テーマ 『国際交流について』 
 

お忙しい事と存じますが万障お繰り合わせのう

えご参加ご協力の程宜しくお願い申し上げます            

 日時：２月１５日（土）登録１３時  

 会議：１３時３０分～１６時 

 基調講演：ワイズメンズ・クラブ国際協会   

       利根川恵子様 

 パネルフォーラム：朝霞・志木・和光 

   ・朝霞キャロット 各ロータリークラブ 

 懇親会：１６時１５分～１７時３０分 

 オープニング：ピアノ演奏 大澤 悠子様 

 アトラクション：和光太鼓 

 ホスト：和光ロータリークラブ 

 

 「招待親子ボウリング大会」のお知らせ  

ご協力の程宜しくお願い申し上げます。 

 期日：令和２年３月８日（日）  

 集合：９時５０分 スタート １０：３０（２ゲーム）  

      食事 １２：３０からホールにて 

    社会奉仕委員会の方は９：４０ 時間厳守 

 会場：ＣＫ ＢＯＷＬ ＮＩＩＺＡ ６Ｆ 

社会奉仕委員会    委員 小泉 哲也    

 「第２グループ 親睦ゴルフコンペ」 

  ご登録頂いた会員のみなさま  

 陣野壮太郎会員・石原勇介会員・本木英朗会員  

 松岡昌宏会員    ご協力ありがとうございます 

 日 時：４月１０日(金) 

 スタート：アウト・イン ９時３１分 

 場 所：武蔵カンツリー倶楽部 

    ホスト：朝霞ロータリークラブ 

「平和と紛争予防/紛争解決」に因んで 

 

月間テーマ「平和と紛争予防 /紛争解決」と

テーマが大きいので、私自身が体験し実施してき

た事を話したいと思います。 

国際奉仕委員会   委員長 森田 輝雄    



 

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 

★地区大会 １日目 地区指導者セミナー  

 日時：４月１８日（土）１５時から 

 場所：熊谷市 ホテル ガーデンパレス  

２日目 本会議及び記念講演 

 日時：４月１９日（日）１０時～１７時 

 場所：行田市 産業文化会館 

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） 

Ｒ２.２.６ 

☆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 

27日（木） 夜間例会 「2月度会員親睦会」点鐘：１９時 

               場所：ベルセゾン １階「吉祥」  

３／５（木） 通常例会 「月間に因んで」 松岡昌宏会員 

 ８日（日） 移動例会 「招待親子ボウリング大会」 

１２日（木） 例会取消 「招待ボウリング大会」に振替 

１９日（木） 夜間例会 「3月度会員親睦会」点鐘：１９時  

               場所：イタリアンテ パーシモン  

２６日（木） 例会取消 定款による 

２・３月のプログラム 

 

2020年1月25日 逝去 享年83歳 

１９３６年3月１８日 生 

１９８４年８月０７日 入会 ロータリー歴 ３５年 

１９９４年度  会長就任 

２００８年度  地区協議会実行委員長就任 

２０１８年度  第２グループＩＭ実行委員長就任 

Ｒ財団寄付金 ３，３００ドル（ベネファクター含む） 

米山奨学寄付金  ５００，０００円 

災害義援金やネパール奨学支援金の協力・・等々 

多方面で沢山ご協力を頂きました。 

３５年位前になりますが、青年会議所（JC）で

２０周年の理事長をさせて頂きました。記念事業

にフィリピンのサンパギータJCと言う女性だけの

JCと国際姉妹締結をする為に何度かフィリピン、

マニラに行かせて頂き、その時にスモーキーマウ

ンテンの中の生活者とも交流させてもらい、マス

コミで発する情報と現地の状況は異なる事を実感

しました。又、その後新座市少年少女合唱団の引

率で、当時３年に一度海外演奏交流に行った時、

バルト三国では、陸路での国境越えの大変さを経

験、各国の国を守る重要さを実感し文化交流の寛

大さもまた実感しました。 

その後、国会議員秘書時代に知り合った中国河

南省の役人の娘さんの保証人になったのをきっか

けで新座市と中国済源市が姉妹都市に発展しまし

た。この時も、５年で７回位中国に行かせてもら

いました。 

さまざまな出会いの中で、言語、習慣、文化が

異なっても人間皆同じだと感じ更に世界の人々が

他国民と比べる事なく生活し生きる事の大切さを

感じました。 

細沼哲夫会員の足跡 


