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点  鐘  会長      石原 勇介    

ソ ン グ 「君が代」「奉仕の理想」 

唱  話 「四つのテスト」 

 

 皆様、こんにちは。本日もお忙しい中、沢山の

会員が御参集頂きありがとうございます。 

 本日の卓話は細沼直泰会員のイニシエーション

スピーチとなっており新座ロータリーの新たな仲

間として、今後の活動を共に進めていくために貴

重な卓話になります。楽しみにされていた会員も

多かったと思います。どうぞよろしくお願い致し

ます。 

また 延期されていたＩＭを６月４日（日）開催

と会長幹事会が決議されましたので皆様へ改めて

ご案内させていただきます。詳細に関しましては 

会長の時間 会長 石原 勇介 

 

幹事報告 直前幹事 森  克巳 

 

また会長幹事会で精査して行くことになっており

ますのでスケジュールの御確認をお願いしたく存

じます。 

また 先月２５７０地区よりウクライナ復興支

援金振込口座のご案内が来ておりまして、理事会

において１０万円の寄付を決めて地区への送金を

いたしました。 

 今度は、トルコ・シリアでの地震災害での支援

要請などの件で寄付をするか個別に行うか後ほど

理事会で協議させていただきたく思いますので何

卒宜しくお願い致します。 

そして４月２５日の第２グループゴルフコンペの

件、６月予定での薬物乱用防止講演会の件なども

協議させていただきたく思いますので重ねてお願

い申し上げて会長の挨拶とさせていただきます。 



 

１、３月のロータリーレート １ドル⇒１３６円 

１、地区事務所より２ 件受信  

１）2023-24年度ガバナー、ゴードンＲ.マッキ 

 ナリー氏の紹介及び講演文書(全６頁)と要約 

 文書 (全２頁) ＊年度計画書はクラブ判断      

２）2024-25年度ガバナー候補者(ガバナーノミ 

  ニー)の宣言 

 ガバナーノミニー氏名:五
い
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幡
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彦
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 氏 

 所属クラブ：行田さくらロータリークラブ 

１、第２グループ第６回会長幹事会議事録及び会 

  計報告 

１、富士見RCより次年度役員理事のお知らせ 

１、富士見・朝霞キャロット・志木各ロータリー 

  クラブより例会の案内拝受 

１、新座市くらしの便利帳の発行に伴う広告掲載 

  依頼 

１、２月度会員親睦会収支報告回覧 

 

親睦活動委員会    委員 森田 輝雄      

石原 勇介会員 本日 細沼直泰会員のイニ

シェーションスピーチ、楽しみにしております。

どうぞよろしくお願い致します。 

細沼 直泰会員 始めて皆さんの前でお話させて

頂きますが、宜しくお願いします。 

神谷  稔 会員 新しい会員様、入会おめでとう

ございます。楽しいロータリーライフを！ 

岡本比呂志会員 細沼さん、入会おめでとうござ

います。本日のイニシェーションスピーチを楽し

みにしています。ロータリーライフを有意義にご

活用ください。 

小泉 哲也会員 細沼会員、イニシェーションス

ピーチ楽しみにしています。 

森  克巳会員 細沼会員、イニシェーションス

ピーチ楽しみにしています。 

森田 輝雄会員 久し振りにスマイル報告をさせ

て頂きます。細沼会員、楽しみにしています。 

岡野 元昭会員・並木  傑  会員・増渕 和夫会員 

「細沼直泰会員、イニシェーションスピーチとて

も楽しみにしておりました」 

スマイル報告 

 親睦活動委員会    委員 小泉 哲也  

委員会報告 

 

今月のお祝い 

会員誕生月：髙橋遼太会員 

伴侶誕生月：松岡昌宏・石原勇介・出浦惠子 

                 ・鈴木明子・神谷 稔 各会員 

結婚記念月：増渕和夫・大塚雄造・神谷億文 各会員 

 

「会員親睦会」のお知らせ      

    

日時：３月１６日（木）１９時～ 

場所：ベルセゾン １F「吉祥」  

 会費：５，０００円                             

 

お忙しい事とは存じますがご参加下さいますよ

う宜しくお願い申し上げます。 



 

皆さん、こんにちは。昨年の９月に入会した細

沼です。 

本日は改めて自己紹介をさせていただきます。 

名前は、「細沼 直泰（ほそぬまなおやす）」

と申します。昭和４２年７月生まれです。２人兄

弟の長男になり、５歳下の弟がいます。 

父は、新座市中野の出身で、８３歳で亡くなる

まで新座ロータリークラブの会員でした。 

生前は父が本当にお世話になりました。改めて

御礼申し上げます。 

父は昭和４２年、私の産まれた年に日本伸管(株)

を創業しています。時代もあったのでしょうが、

正直あまり遊んでもらった記憶はありません。 

母は、昭和１６年産まれの大阪市住吉区の出身

で、昭和３９年から４１年まで日本航空のスチュ

ワーデスを務めていました。入社当時の資料を見

ると、当時は“ホステス”という職業名だったよ

うです。 

２人が結婚したのが昭和４１年で、その翌年に

私が産まれ、日本伸管を創業されたことになりま

す。創業間もない頃は会社の新年会は自宅で行っ

ていましたし、集団就職で上京して来た人の住む

所が決まるまで自宅で寝泊まりしてたそうです。 

私は、２００４年に３６歳で結婚し、現在高校

２年と中学３年の男の子２人の子供がいます。 

昨年末、５５年間生まれ住んでいた志木市を出

て練馬区大泉学園に住んでおります。岡本会員の

近所となります。 

私自身は、浪人を経て大学へ進学、大学では制

御工学というのを大学院まで学ばせてもらいまし

た。 

その後、ソニーへ入社、カメラやWebアプリ、

ロボットの開発などに携わりましたが２００１年 

イニシェーションスピーチ  細沼 直泰  
に退職しました。退職後は父が創業した日本伸管

に入社、工場長、取締役を経て、２００８年に社

長に就任致しました。 

２００８年の社長就任の年にはリーマンショッ

ク、２０２０年の会長（父）が亡くなった年には

コロナショックと人生の節目に困難に出会ってま

すが、これも運命でしょうか。 

日本伸管に入って良かったことの一つは父が仕

事をしている姿を見ることができたことです。普

段の生活からは、真面目に仕事をしているのか？

と疑問をもっていましたが、一緒にすることでそ

の真剣な姿を見られたのは良かったと思っており

ます。 

 酒、ゴルフは父と違って苦手としております。

趣味は、社会人になってから始めたスキーと言い

たい所ですが、子供の受験、コロナ等々の環境変

化のためもう５年ほど行けていません。そろそろ

復活させたいと考えております。 

 以上で私の自己紹介とさせていただきます。

ロータリー活動について初心者ですが、今後ご指

導のほど宜しくお願い致します。  

 今年度の「第２グループ親睦ゴルフ大会」は、

当新座クラブがホストです。第２グループの親睦

を兼ねたゴルフコンペを下記の通り開催します。

是非とも多くの会員の皆様の参加ご協力を宜しく

お願い致します。                          

          記 

日  時 ２０２３年４月２５日（火） 

        IN/OUT 共に ９：３０～９：５４スタート

★組み合わせ表は参加者決定次第ご連絡致します  

場  所 武蔵松山カントリークラブ   

参 加 費 金 ５，０００円    

参 加 枠 １０組 ４０名 予定  

申込〆切  ４月７日（金） 

★プレー費 セルフカー  １５，２９０円 

      キャデー付き １７，９３０円        
★プレイ終了後、表彰パーティーを予定していま 

 すが、フードロス等の観点から表彰式の出欠を 

 事前に確認させて頂きます  

第２グループ 親睦ゴルフコンペのお知らせ 



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  森 克巳 出席報告 ３・４月のプログラム  委員長 増渕 和夫 

★夜間例会の出欠を必ずご連絡下さい 

★「薬物乱用防止講演会」開催の案内 

   期日：６月１日（木） 

   場所：新座第三中学校 

 ＊予定表に記載して是非ご参加下さい 

クラブからの連絡 

出席 １０名 欠席 ７名 

出  席  率 ５８．８２％  

修正出席率 例会取消 
会員数２３名 

（免除者６名） 

Ｒ５.３.２ １６日（木） 夜間例会 「３月度会員親睦会」 

          点鐘：１９時 ベルセゾン １F 吉祥 

２３日（木） 例会取消  

３０日（木） 通常例会 「会員卓話」 小泉哲也会員 

４/６  （木） 通常例会 「PETS報告」 森田会長エレクト 

１３日（木） 例会取消 

２０日（木） 夜間例会 「４月度会員親睦会」 Kashiwa 

２５日（木） 「第２グループ親睦ゴルフ大会」ホストクラブ 

        場所：武蔵松山カントリークラブ 

２７日（木） 例会取消 

今後のコロナウイルス感染症を鑑み、拡大防止対策を取り変更することが御座います 

  このプログラムは２０１１年３月１１日の東日

本大震災により親を亡くした子供たちに、大学や

専門学校の学費を支援するものであり、震災の年

に誕生した子供が２２歳になるまで、即ち２０３

３年まで継続される計画です。 

 今まで毎年８０人～１７０人の大学や専門学校

に通う生徒に毎月５万円支援してまいりました。

因みに２０２０年までに支給した奨学金は生徒延

べ１３３６人に対して６億４千万円が支給されま

した。 

 計画では２０２１年～２０３３年までにあと４

億４千万必要であり、現在約３億４千万円の寄付

残高がございます。従って今後支援を募らなけれ

ばならない額は約１億円であります。 

この奨学金制度は日本全体３４地区の内２７地区

が賛同・協力してくださり、我が第２５７０地区 

「希望の風奨学金」について 

 

からは述べ６５００万円が支給されており、４番

目に寄付が多い地区です。 

２０１１年は、志木ＲＣの故西川武重郎ガバナー

年度であり、故西川ガバナーは当時このプログラ

ムに対し誠心誠意取り組まれ、そのＤＮＡが現在

も地区内多くのロータリアンに引き継がれており

ます。 

 インターネットで「希望の風奨学金」を検索し

て頂くと、詳細が載っております。奨学金を受け

た生徒達のコメントを読むと、私達が思う以上に

感謝されており、今更の様に震災がもたらした悲

劇が蘇り、胸の詰まる思いが致します。 

 そこで、皆様に震災後１２年を経過した今、改

めて任意ですがご支援ご協力をお願い致します。 

  （２０２１年４月２日付相原ガバナーからの資料抜粋）  


