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 皆様、お忙しい中、ご参加いただきありがとう

ございます。 

 前回の例会は、岡本比呂志会員の卓話を頂きま

した。スケジュールの変更に伴い延期続きになっ

ておりましたが大変有意義な例会になったと存じ

ます。皆様におかれましてもお忙しい中、ご参加

いただきありがとうございました。 

 そして本日は、念願の新入会員をお迎えしての

夜間例会でございます。皆様も御存知の通り、我

が新座ロータリークラブに多大な貢献をされ、絶

大な信頼で私達会員を導いてくださいました故細

沼哲夫会員のご子息であられます、細沼直泰新入

会員の入会式を執り行います。どうぞ宜しくお願

い致します。 

会長の時間 会長 石原 勇介 

 

１、地区事務所より２件受信  

１）２０２３～２４年度米山記念奨学生受入依頼 

２）ハイライトよねやま２７２号  

１、朝霞青年会議所より賀詞交歓会の案内 

  日時：２０２３年１月６日（金） 

  場所：ベルセゾン FIJI 

１、赤い羽根共同募金運動への寄付のお礼状受信 

１、新座市国際交流協会第４回理事会及び第３回 

  国際交流デー実行委員会報告書受信 

 

そして、先週行われました「第２グループ会長幹

事会」で、１月２８日（土）開催場所ベルセゾン

で予定されています「ＩＭ」についての意見交換

がされました。詳細につきましては改めてご報告

をいたしたいと思います。 

それでは、本日も宜しくお願いいたします。 

幹事報告 パスト幹事 松岡 昌宏 



 
これより細沼直泰さんの入会式を執り行います。 

新入会員の細沼さん、推薦人の岡本会員、前にお

越しください。  

入会式 

 推薦人（増渕和夫、岡本比呂志）の一人とし

て、新座ロータリークラブの新入会員、細沼直康

さんをご紹介させて頂きます。 

 皆様よくご存知の故細沼哲夫会員のご長男で

す。お父様の細沼哲夫会員は新座クラブの中心的

メンバーの一人であり、私も公私共に大変お世話

になりました。 

 事業の面では、日本伸管株式会社を一代で大き

く発展させ、『小さな世界企業』を目指すと常々

仰っていました。ご長男である細沼直康さんは、

１０年以上前にお父様から社長職を継承して、会

長であるお父様を支えてこられました。 

約３年前にお父様を亡くされましたが、お父様の

遺志を引き継いで会社の発展に全力で取り組んで

来られました。 

 これからは、当クラブのメンバーとして、共に

奉仕や日本の未来を語り合う仲間としてお迎え出

来ますことを心から嬉しく思っています。 

故細沼哲夫会員もさぞお喜びのことと存じます。 

皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 ご紹介いただきました細沼直泰と申します。 

 この度は新座ロータリークラブへの入会させて

いただき有難うございます。岡本様、増渕様のご

推薦で今回、入会することとなりました。 

 父も生前、新座ロータリークラブの会員でし

た。母が亡くなってから１０年以上、父は男の一

人暮らしでしたが、寂しい思いをせず楽しく過ご

せていたのは、新座ロータリーという会、また会

員の皆様のお陰と思っております。ここに改めて

感謝申し上げます。 

 会社の方は、３年前に創業者である父が亡くな

り、まだまだ社内は落ち着いておりません。父の

存在感の大きさを改めて感じております。 

社内はまだ落ち着かずバタバタとしておりますが 

微力ながら新座ロータリークラブに貢献できれば   

 

 新入会員の細沼さん心より歓迎申し上げます。   

 ロータリークラブには世界共通の定款細則があ

り私達は皆それを遵守して行動しております。 

あなたも入会されましたら「定款細則」を遵守し

て頂けますか。「定款細則を遵守致します」と宣

言して頂き会員章と入会グッズを授与。その後、

「入会のご挨拶」と「会長の歓迎のことば」を述

べて入会式は滞りなく終了いたしました。 

推薦のことば    推薦人 岡本比呂志     

入会の挨拶         細沼 直泰        

会員章授与      会長 石原 勇介     

会員名：細沼  直泰 生年月日：１９６７．７.２２       

勤務先：日本伸管株式会社 代表取締役社長 

住 所：３５２－０００５  

      埼玉県新座市中野 １－１０－２２ 

TEL：０４８－４７７－７３３１ FAX：０４８－４７７－７８８８ 

趣 味：スキー 

 ご紹介 細沼 直泰会員 



 

只今は御入会おめでとうございました。 

 会員の皆様は、それぞれの企業の代表者として

又職業人として立派な業績と豊富な経験をお持ち

の方と承っております。 

 私達は、細沼直泰さんをこのクラブへお迎えで

きることを本当に喜んでおります。お父様の、故

細沼哲夫会員（在籍３５年）には、周年行事の実

行委員長や副会長として、また、クラブの重要な

ポストで積極的にご協力頂きご活躍して頂きまし

た。本当に心より感謝しております。 

 現在、当クラブは発足以来４８年目に入り会員

数２３名、職業も多岐にわたり第２５７０地区の

中でも活発なクラブの一つであります。但しコロ

ナの影響で奉仕活動が思うように成りません。 

 あなたは本日入会された事により、ロータリー

クラブの全行事に参加する資格を得、同時に当ク

ラブの２３名はもちろんの事、第2570地区1,５７９

名、全国８４，１９７人、全世界1,197,365人の友人を

今、現在持てた事になります。（2022年９月30日） 

そして、そこから得られる事柄は他の諸団体や組

合などと、全く異色である上に大変貴重なものば

かりです。これは、適格な推薦者と厳正な資格審

査上のうえで入会できたからであり、あなたの特

権でもあります。しかし、その反面、ロータリア

ンとして果して頂かなければならない約束事も沢

山あります。 

 ロータリアンとして入会されましたのは、現在 

委員会報告 

 

「伴侶同伴クリスマス会」のお知らせ 

日時：１２月１５日（木）１９時～ 

場所：ベルセゾン６F「Fuyo」  

 会費：会員１０，０００円 伴侶：７０００円 

今年度は、コロナ感染症拡大防止対策をとり、

奥様・ご主人様同伴のクリスマス会を実施致しま

す。年末も迫り大変お忙しいとは存じますが、奥

様・ご主人様をお誘いして是非ご参加下さいます

よう宜しくお願い申し上げます。 

親睦活動委員会    委員 小泉 哲也      

細沼直泰会員の歓迎会 

 

細沼直泰会員ご入会おめでとうございます。 

 細沼会員と言えば、私たちには、まだ、お父様

の故細沼哲夫会員が脳裏に浮かびますが、細沼直

泰会員には、新座クラブに一日も早く慣れて頂き

細沼会員と言えば、細沼直泰会員に成るように期

待しております。 

 では、細沼直泰会員のご入会を祝して乾杯！ 

 

と思っております。 

 右も左もわかりませんがご指導ご鞭撻いただけ

れば幸いです。 

これから宜しくお願い致します。 

 

のあなたの企業が、その業界でその地域で代表的

であり認められ評価されているからです。 

 ロータリーは、その職業を通じての奉仕を第一

にしておりますので、どうぞロータリーの組織運

営などを活用してご自身の職業の真髄を極めお仕

事が繁栄するよう努力して頂ければ幸いです。 

ご入会にあたり一言ご挨拶申し上げました。 歓迎のことば      会長 石原 勇介     

乾杯  パスト会長 龍山 利道 
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 委員長  森 克巳 出席報告 1２月のプログラム  委員長 増渕 和夫 

★会員親睦会の出欠を必ずご連絡下さい   

クラブからの連絡 

出席 １３名 欠席 ５名 

出  席  率 ７２．２２％  

修正出席率 例会取消 
会員数２４名 

（免除者６名） 

Ｒ４.１１.１７   １日（木） 通常例会 「クラブ年次総会」 

  ８日（木） 定款による例会取消 

１５日（木） 夜間例会 「伴侶参加のクリスマス会」 

            点鐘：１９時 ベルセゾン ６F Fuyo 

２２日（木） 移動例会 「平林寺参拝」 

２９日（木） 定款による例会取消 

 

細沼会員に入会のお誘いをしたとき、お仕事が

とても忙しいと伺っております。無理せず新座ク

ラブになじんで頂ければと思って居ります。 

それでは、会員の皆様のご健康と益々のご活躍

を祈念して一本締めでお願い致します。 

 左寄り 龍山利道・石原勇介・岡本比呂志 

・細沼直泰・増渕和夫・松本四郎 各会員 

左寄り 小泉哲也・出浦惠子 

       ・松岡昌宏 各会員 

 左寄り 石原勇介・神谷 稔 

    ・大塚誠一・森 克巳 各会員 

中〆の挨拶  推薦者 増渕 和夫 

各テーブルで、お父様の話題が出て 

大いに盛り上がり楽しいひと時でした 


