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第143９例会 2015.１２.１(No.11４９)／2015．１２．８発行 

佐野 巖 会長 

今年もあと一ヶ月になりました。 

仕事柄、本来なら今年中に大宮 

で斎場を思ったんですけど、ち 

ょっと無理でございまして、た 

ぶん来春着工で秋には完成かな 

と。今日は、米山奨学生の董く 

ん、留学生のジェネッサさんよ 

うこそ。入会式になります山田善信さん、ようこそいら

っしゃいました。山田さんを含めて４８名です。3月3

日控えてますけど、５０名達成して迎えたいと。それに

は品川委員長だけでなく全員で一緒にやっていきたい

と思います。この後、年 1 回の年次総会、クラブ協議

会があります。2016-2017年理事役員の承認と会長

ノミニー推奨があります。ご協力宜しくお願い致します。

寒さが厳しくなってきますので、体に気を付けて頑張っ

ていきたいと思います。 

町田幹事 

【12月、1月の例会予定】 

・12/8米山記念奨学委員会担当 

「卓話：米山奨学生 董 詩洋さん」 

・12/15 30周年準備 

（久世委員長より報告） 

・12/22→23に振り替え クリスマス例会 

「劇団四季リトルマーメード鑑賞と東京ディズニー 

ランドホテルにて夕食会」 

・12/29定款6条により休会 

・1/5→8に振り替え、箱根新年例会（20名募集の 

ところ、現在15名。あと5名参加を！） 

・1/19クラブ協議会（上期事業決算報告、下期予算案

発表） 

・1/26職業奉仕委員会担当「会員卓話：浅海会員、 

松山会員」（例会終了後、新会員5名の歓迎会） 

【理事会報告】 

・さきたま古墳群の世界遺産登録キャラバン隊を受け 

 入れます。下期の例会で30分程の放映等予定。 

・さいたま中央ＲＣ創立50周年記念ポリオ撲滅チャ 

リティゴルフコンペは3月3日の為、欠席です。 

勝野30周年実行副委員長 
本日例会終了後、30周年実行委 

員会を開催しますので、参加予定 

の方は宜しくお願い致します。 
 

星野クラブ研修リーダー  
今年からＲＬＩの出席を 

皆さんにお願いしてまして、 

12/12（土）パートⅢに、 

見富会員、入江会員、深田 

会員、本日入会しました山 

田会員の４名にお願いする 

ことになりました。1 年未

満でも 10 年以上在籍の方も必ず受けた方が参考にな

りますし、時代がどんどん変わっていまして、ロータリ

ーやり方も変わってきていて、運営の仕方など最新情報

も仕入れることが出来ますので、是非ご参加下さい。次

年度もパートⅠ～Ⅲまでありますので、参加希望の方は

申し出て頂きたいと思います。登録料はクラブから出ま

すので無料で参加出来ます。また、「ロータリーの友」

ですが、参考になる記事が沢山載っています。是非読ん

で頂きたいと思います。宜しくお願い致します。 

樋口ゴルフ同好会会長  
11/25佐野年度第１回ゴルフ 

コンペが行われました。 

優 勝：坂 会員 

(89回/ﾈｯﾄ76) 

準優勝：小沼会員 

(105回/ﾈｯﾄ87) 

３ 位：星沢会員 

(106回/ﾈｯﾄ88)      

           出会いに感謝して                                     



 

 OMIYA CHUO ROTARY CLUB 
山田善信会員 紹介者：林会員 

 

 

 

 

 

 

 

←11/10入会の浅海 

康行会員にも会長より 

バッジを付けて頂き 

ました。 

入会おめでとう 

ございます！  

  

勝野会長推薦委員長より、会長ノミニーの発表 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2016-2017年度理事・役員        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南会長エレクトより、2016-2017年度理事・役員 

案の発表。拍手をもって無事に承認されました。 
 

理事：会長 南 慎一郎 

幹事 深田将由 

直前会長 佐野 巖 

会長エレクト 坂 仁視 

副会長 阿由葉 晃市 

副会長 御畑博司 

クラブ研修リーダー 星野時夫 

会計 小沼岳司 

ＳＡＡ 木下 恵 

役員：クラブ奉仕委員長 熊木広光 

社会奉仕委員長 星沢義隆 

国際奉仕委員長 林 正憲 

青少年奉仕委員長 山本英一   

親睦委員長 柏木英太                
 

坂 仁視 会長ノミニー挨拶 
私、仕事も個人会社で日々我がままに過ごしてお 

りまして、ロータリーに入りましてからも先輩、 

経験者の皆様にも好き勝手なことを言い、楽しく 

過ごさせて頂き、ロータリーを利用していた不良 

会員ですが、今回ご推薦を頂き、若い会員の方か 

らも「坂さん、好き勝手な事ばっかり言ってるな 

ら、やることもやりなさい！」とお叱りを受けま 

して、反省をして今回会長をやらせて頂きたいな 

という気持ちになりました。あと1年半ありま 

すので、心を入れ替えまして務めていきたいと思 

っております。今日、欠席の方の所にもお願いに 

行って、何とか努めたいと思っております。今日 

ご出席の方々からは、是非、全幅のご協力をお願 

いしたいと思います。宜しくお願い致します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           出会いに感謝して                                    



 

      OMIYA CHUO ROTARY CLUB 

12月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誕生祝い：11月20日 浅海康行会員（11月発表漏れ）        結婚祝い：4日 阿由葉会員 

12月1日 入江会員、町田宏遠会員、                  24日 南会員 

４日 阿由葉会員、13日 勝野会員、                   27日 林会員 

16日 樋口会員、27日 松山会員  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      米山功労賞授与                     米山奨学金授与          ジェネッサへお小遣い授与 

           
 

  12/1生            

町田宏遠幹事 

入江会員 

（残念ながら欠席） 

                 

おめでとう 

ございます！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            出会いに感謝して                                   
 



       OMIYA CHUO ROTARY CLUB 
見富出席委員  

会員数：４８名  出席数：３４名 出席率：８２％ 

（順不同）    木下副ＳＡＡ     

○山田善信さんご入会おめでとうございます。共にロー 

 タリーライフを楽しんでゆきましょう。佐野 巖会長 

○皆様心を込めてこんばんは・・・・・・柴田 功会員 

○理事の皆さん本日は理事会おつかれ様でした。山田さ 

 ん入会おめでとうございます。・・・・星野時夫会員 

○山田さん入会おめでとうございます。野球で鍛えたス 

 ピリットで活躍して下さい。・・・・・御畑博司会員 

○１１月２４日は欠席しました。今日は理事会ご苦労様 

 でした。・・・・・・・・・・・・・・・林 正憲会員 

○山田さん入会おめでとうございます。 

東山 大会員、守屋 実会員、星沢義隆会員、 

南 慎一郎会員、大橋令子会員、松山哲則会員 

○山田さん入会おめでとう。今後ともよろしく。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・泉 英明会員 

○山田さん入会おめでとうございます。中央ロータリー 

 クラブの多くの会員とゴルフにロータリーを楽しみ 

ましょう。・・・・・・・・・・・・・・林 正憲会員 

○誕生日が来てしまいました。・・・・・町田宏遠会員 

○町田幹事、誕生日おめでとう。私は休みですが、陰な 

 がらお祝い申し上げます。・・・・・・徳永誠三会員 

○町田幹事、本日誕生日おめでとうございます。例会終 

 了後、忙しいですね。お伴します。・・勝野由行会員 

○１６日で６７才になります。自覚が伴いません！ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・樋口領治会員 

○１２月４日で７７、私は今まで世の中で役に立った事 

 があったのかなー？・・・・・・・・阿由葉晃市会員 

○誕生祝いありがとうございました。・・浅海康行会員 

○坂ノミニーおめでとうございます。頑張って下さい。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・小沼岳司会員 

○坂 会長ノミニーよろしくお願いします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・熊木広光会員 

○会長ノミニーのご承認ありがとうございました。お世 

 話になります。・・・・・・・・・・・坂 会員 

○坂さん、先日はぶっちぎりの優勝おめでとう。肉体は 

 衰えていませんね。・・・・・・・・・岩渕孝男会員 

○先日のゴルフコンペ、ラッキーショットが多く、優勝 

 してしまいました。・・・・・・・・・坂 会員 

○11/28（土）ＲＬＩ（ロータリーリーダーシップ研 

 究会）に出席致しました。真面目に８時間の研修を受 

けました。素晴らしい内容で一回り成長致しました。 

（身長では有りません）・・・・・・・見富清一会員 

○今日は遅いランチで某喫茶店に行ったら、佐野さん、 

町田さん、熊木さんに遭遇しました。・・木下 恵会員 

○上期、大変お世話になりました。・・・山本英一会員 

○早いですねぇ！！今年もあと１ヶ月です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・切敷健一会員 

○今年もいよいよ１ヶ月と成りました。無事１２月を締

めくくる事が出来そうです。・・・・・品川喜久郎会員 

○皆様、おつかれ様です。・・・・・・・柏木英太会員 
 

本日のスマイル合計：  ６０，０００円 

本年度スマイル累計： ６２２，５００円 
 

上期を振り返って～ 

御畑クラブ奉仕委員長 7/7初例会ワロップ放送局の

若い人（アイドル）に来て頂きました。7/28納涼例会、

高島屋ビアガーデンにて行いました。会員夫人を含めま

して38名の参加。その後、二次会でカラオケにも行っ

て懇親を深めさせて頂きました。9/29ボーリング大会

を開催、１８名の参加でございました。10月に予定を

していた会員旅行は諸事情により下期へ変更となって

おります。12/23クリスマス例会を行います。リトル

マーメードを見学してディズニーランドホテルにて会

食、４３名の参加を頂いております。 

岩渕職業奉仕委員長 小高さん（公証人）に来て頂き、

遺言の勧め、家族は争い事をなくそうという事でユーモ

アを交えてお話頂きました。皆さんも親に遺言をかくよ

うにお願いしたらどうかと思います。  

山本社会奉仕委員長 ロータリーフェスタ、盛大かつ
素晴らしいイベントを終了することが出来ました。ご協

力有難うございました。下期はまた二人で協力して頑張

りたいと思いますので、宜しくお願い致します。また本

日ペットボトルキャップ回収袋がありますので、皆さん

お持ち帰りになって下さい。 

林国際奉仕副委員長 青年の翼、韓国でマーズが蔓延
しており、中止になりました。来年またやる予定です。

米山、財団寄付11/10ガバナー訪問の前に両方とも１

００％達成することが出来ました。有難うございました。

当クラブでは９８％位の方が参加しています。９８％参

加しているのは７４クラブどこもありません。胸を張っ

ていいと思います。来年も是非宜しくお願い致します。 

熊木青少年奉仕委員長 清水沙奈さんをアメリカに

送り、アメリカからジェネッサが来てくれていると。皆

様には特別会費というかたちで上期、下期お願いしてお

りますが、本当に良い事業だと思いますので、是非皆さ

んもジェネッサと交流を持って頂いて、この一年間良か

ったと思えるようにお願いしたいと思います。また大宮

西高インターアクトですが、1月に韓国のインターアク

ト生が５０名参ります。毎年やっている地区同士の事業

で、村田ＩＡ委員長より改めてお願いしますが 1/8～

13 で日本に来る韓国の学生６名を当クラブで預かり、

代わりに3月に大宮西高生６名が韓国へ行きますので、

宜しくお願い致します。 

2015-2016 OMIYA CHUO ROTARY CLUB    創 立：昭和62年3月3日  

副会長：坂 仁視、小沼 岳司      例会日：毎週火曜日        

幹 事：町田 宏遠       時 間：１８：３０～１９：３０   

会報・広報委員長：入江 信仁      例会場：大宮サンパレス     


