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坂 副会長
さいたま市スポーツ文化局 スポーツ部長 蓬田 潔 様
さいたま市建設局北部建設事務所
建築審査課主任 三枝 誠 様
ジェネッサのホストファミリー予定者 竹沢ご夫妻
第 3 グループガナバー補佐 井上 久雄 様
第 3 グループ幹事 茂呂耕太 様

佐野 巖会長
本日はさいたま欅さんとの合同例
会です。会長には大変お世話にな
り、卓話者の選定から今日の会合
まで、本当に感謝致します。この
素晴らしい席でお二方の入会式を行いますこと本当に
嬉しい限りでございます。松山哲則さん、浅海康行さん、
ありがとうございます。推薦者の阿由葉パスト会長、林
パスト会長、本当に有難うございます。現在４５名です。
５０名目指して頑張りたいと思います。また、１０月２
５日ロータリーフェスタが行われ、福島から色々な産物
がきます。是非ご購入をお願いしたいと思っています。
宜しくお願い致します。

さいたま欅ロータリークラブ
大塚章仁会長
この合同例会、企画推進、セッテ
ィングをして頂いた、佐野会長そ
して町田幹事様、執行部の皆様に
御礼を申し上げます。この広いサ
ンパレスで一緒に合同例会をするのは素晴らしいこと
で、佐野会長とは第１回会長幹事会からすっかり仲良く
なりまして、町田幹事さんともプライベートで親睦を深
めております。来年の２月３日に世界月間に相応しい佐
野会長の「南米大陸自転車旅行」の卓話を是非頂きたい
と思いまして、例会を水曜にずらしてやります。若いボ
ーイスカウトも何人か呼んでお話をお聞きしたいと思

っています。本日はツール・ド・フランスさいたまクリ
テリウム
の話しと自転車レースとは何かというお話をお聞かせ願え
ればと思います。１０月２５日さいたま欅ＲＣはおでん等
の催事を行いますので、ツール・ド・フランスも含めまし
て本日は勉強させて頂きますと共にお話とても楽しみにし
ております。
また、
例会終了後に懇親会もございますので、
また仲良くさせて頂きたいと思います。

第 3Ｇガバナー補佐 井上 久雄 様
地区の方でも奨励しております合同例会
そしてメーキャップを企画頂きまして、
有難うございます。両クラブとも更に親睦を深め共に発
展することをお祈り致します。今日はツール・ド・フラ
ンスの直前にお話を頂けるということで楽しみにして
参りました。２５日ロータリーフェスタということでツ
ール・ド・フランスの会場を利用して色々なイベントを
開催致します。是非ともご参加を頂きまして楽しんで頂
ければと思います。来月１４、１５日が地区大会でござ
います。今年度は井原ガバナーの方針の基に、認知症の
フォーラムがございます。一般にも公開されております
ので、是非ともお誘いあわせの上ご参加頂きたいと思い
ます。次年度が来月から動き始めます。会長エレクトさ
んについては、来年３月４、５日とＰＥＳＴ（会長エレ
クト研修セミナー）
。４月１９日地区研修協議会と予定
が決まっておりますので、準備の方もお願いしたいと思
います。そして、２名会員増強頂きまして有難うござい
ます。大宮中央さん３０周年を迎えますので、新しい方
の力を借りまして素晴らしい式典が出来るものと期待
しております。３月３日楽しみにしています。

町田幹事
・新会員に承認された酒井一成さんが
ご本人の都合により入会を辞退され
ましたのでご承知おき下さい。

出会いに感謝して

OMIYA CHUO ROTARY CLUB
山本社会奉仕委員長 10/25 両クラ
ブともテントを出店致します。両クラブ
共々、商品等含めて完売をということで
すので、本日はチラシを配布しておりま
す。当クラブとしましては、
福島の本宮市より米、煎餅、
味噌、醤油などを持ち込んで頂くということになってお
ります。後程、注文の方何卒宜しくお願い致します。

１０万円かかるんでしたっけ？ということで、私の立場
としては市民選手です。参加選手は、さすがに週末もう
すぐなので英気を養う時期ということで、本日はコメン
トを預かっていますので、後程紹介させて頂きます。ま
ずは市民レーサーの生態についてお話します。以下略

さいたま欅ＲＣ 井上社会奉仕委員長
当クラブにつきましては、ラフレさいたまさんのご協力
を頂きまして、ちまきと肉まんを販売します。是非とも
お買い上げ頂きたいと思います。私共も昨年まで区民祭
りで福島の米を売ってたんですが、今年は思考を変えて
やめた訳です。こちらのクラブさんとバッティングしな
いで良かったと思います。
紹介者↓

阿由葉パスト、林パスト

松山哲則会員 林さんは高校の先輩
で、鹿児島県徳之島の出身です。今は、
建設設計、その中でも医療施設と福祉
施設を専門に設計しております。末永
く宜しくお願い致します。
浅海康行会員 転勤族で、会社に入っ
て２８年、うち９年間単身赴任で、や
っと単身赴任がとけ、この地に参りま
した。ＭＳ埼玉という損害保険会社の
代表を務めております。宜しくお願い
致します。

さいたま市スポーツ文化局
スポーツ部長 蓬田 潔 様

米山奨学金１０月分授与→

今年で３回目となります 2015 ツール
・ド・フランスさいたまクリテリウム
開催概要について説明をさせて頂きます。その前に本国
のフランスで行われている本大会と、この大会をさいた
ま市が誘致した経緯についてご説明します。お手元にご
用意させて頂きました資料をご覧下さい。以下略

さいたま市建設局北部建設事務所
建築検査課 三枝 誠 様
さいたま市役所自転車部をやらせて頂
いております。ツール・ド・フランス
出場選手と紹介されていますが、私は
出ません。市民として出るとしたら、

見富出席委員
会員数：４５名

出席数：３０名 出席率：６６％

（順不同）
○さいたま欅ＲＣ大塚会長、今日はお世話になります。
ありがとうございます。
・・・・・・・・佐野 巖会長
○さいたま市スポーツ文化局スポーツ部長 蓬田 潔様、さ
いたま市建設局建設審査課主任 三枝 誠様、卓話よろし
くお願いします。
・・・・・・・・・・・・佐野 巖会長
○松山哲則さん、浅海康行さん大宮中央ＲＣの入会おめで
とうございます。よろしくお願いします。
・佐野 巖会長

出会いに感謝して
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○松山様、
浅海様、
大宮中央ロータリークラブへようこそ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・南 慎一郎会員
○松山様、浅海様、入会おめでとうございます。４３名の
メンバーで仲良く、
楽しくロータリーを楽しみましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・林 正憲会員
○けやきＲＣのみなさんようこそ。
・・・・・切敷健一会員、
小沼岳司会員、深田将由会員、星沢義隆会員
○さいたま欅ＲＣ皆様合同例会ありがとうございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・堀越太志会員
○本日、大勢のお客様ようこそ。
・・・・・ 川㟢彦一会員
○蓬田様、三枝様よろしく。
・・・・・・・・町田宏遠会員
○卓話ありがとうございました。私の会社は自転車で操業
しています。
・・・・・・・・・・・・・・御畑博司会員
○祝、合同例会。さいたま市蓬田様、三枝様卓話ありがと
うございます。
・・・・・・徳永誠三会員、勝野由行会員
○ヨモギタ部長、ミエダさん卓話有難うございました。
・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・氏家哲男会員
○卓話ありがとうございました。
・・・・・・守屋 実会員
○2015 ツール・ド・フランスの成功をお祈りしています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・木下 恵会員
○ロータリーフェスタ協力宜しく！・・・・山本英一会員
○ロータリーフェスタがんばりましょう。
・・熊木広光会員
○一年で一番の季節と成り、正に隣は何をする人です。
10/25 のロータリーフェスタ 2015 の成功祈る。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 品川喜久郎会員
○25 日ロータリーフェスタみんなで成功させよよう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・泉 英明会員
○会員の皆様、米山、財団に御協力下さいまして、誠にあ
りがとうございます。あと少しで米山、財団が達成でい
ます。200 万円の大台に乗りました。忘れている会員
の方は 10 月末日までに振り込んで下さいますようお願
いします。
・・・・・・・・・・・・・・・林 正憲会員
○３才の孫が運動会で３位に入りました。走ったのは４人
ですが、満足げな顔をしていました。瑛磨、来年は２位
を頼むぞ。
・・・・・・・・・・・・・・・岩渕孝男会員
○某政治家のチャリティコンペ 175 名参加。当クラブよ
り数名参加。賞品は 150 位迄。林さんと私のみ受賞で
きず、林さんはジャンケンで敗者復活。私はゴルフ場の
ボトルキャップ１ヶ月分をかついで帰宅しました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・見富清一会員
○貧乏人がお金を持ったって貧乏人は貧乏人である。貧乏
人がお金を持っていると云うだけの事である
（内田百聞）
。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 吉澤俊一会員
○昨日は大きな勘違いをしてしまいました。年なのかな？
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 樋口領治会員

浦和駅東口パルコ前広場にて（９：００～１８：００）
大宮中央ＲＣ＆本宮ＲＣ東北震災復興支援「物産品販売」

本日のスマイル合計： ３２，０００円
本年度スマイル累計：３８０，５００円

出会いに感謝して

OMIYA CHUO ROTARY CLUB

大宮ＲＣ
→
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