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佐野 巖 会長
始めに、2014-15 年度濱野ガバ
ナーから星野ガバナー補佐へ感謝
状が届いておりますので、お渡し
します。星野さん一言お願いしま
す。
「昨年の反省点を踏まえて、
今年はクラブ研修リーダーとして、
大宮中央ＲＣを活性化出来る
バイブラントクラブにしてい
こうと。バイブレーション、
震えるくらい驚きのある、そ
うゆうクラブにもっていきた
いということで、こちらに来
るとワクワクするドキドキす
る、そんなクラブになったらいいのかなと思います。皆
様方のご協力、ご支援、ご努力、全員がやっていかない
と良いクラブにはなれませんので、是非、宜しくお願い
致します。
」今日は、私の職業柄、葬儀の形態をいくつ
か紹介したいと思います。
「一般葬」故人や家族・親族
を含め多くの関係者に参列してもらう葬儀。
「今流行り
の家族葬」一般葬と同じで通夜、告別式、火葬までやり
ますが、家族、親族や親しい人だけで、参列者を限定す
る葬儀（交友関係へは通知をお忘れなく）
。
「直葬」火葬
のみで、時間短縮、費用軽減。
「密葬」事情により内々
で行う。または社葬などを行う前に身内だけで行う。
「本
葬」仮葬、密葬後に行う正式な葬儀。偲ぶ会、お別れ会。
「社葬」個人が所属していた会社に功労が有る場合。業
務上の事故で死亡した場合。会社が主催する葬儀。葬儀
費用は会社負担、香典は遺族が受け、香典返しも遺族。
団体葬、組合葬も同じ。
「合同葬」会社と葬家、会社と
会社合同で行う。以上、皆さんも葬儀に行かれる時に知
っておいて頂くとよいと思います。

町田宏遠 幹事
・昨日、会長幹事会がございました。1/8 新年例会の
人数が足りなかったので、お声がけしたところ、第 3
グループ井上ガバナー補佐、大宮ＲＣ平田会長、さい

たま欅ＲＣ大塚会長、元会員の小川さんが参加してく
れることになりました。宜しくお願い致します。

見富カウンセラー（清水沙奈さん）
11 月の月報を報告致します。
「今月は
冬休み前の大きなテストがあるので勉
強頑張っています。11 月はサンクス
ギビングというアメリカの大きなイベ
ントがありました。ホストファミリーの家族が集まって
サンクスギビングディナーを食べました。とても美味し
かったです。次の日がブラックフライデーということで
ホストファミリーとクリスマスショッピングをしまし
た。日曜の朝には教会に行ったり、買い物に行ったり、
映画を見たりとても楽しい生活を送っておりました。
11 月の始めに雪が降りました。日本なら 1 月、2 月が
初雪なのですが、とっても驚きました。でもこちらでは
これが通常のようです。気温は日本よりかなり寒いで
す。
」今朝、私の所に、沙奈さんがお世話になっている
グランガーサンライズＲＣから、先般皆さんに頂いた絵
はがきのお礼と、写真が届きました。

守屋親睦委員長
クリスマス例会、22 日→23 日に振り
替えなのでお間違えのないようにお願い
致します。参加の方は、大宮駅豆の木
11 時にご集合下さい。電車で東京駅八
重洲口へ参ります。私は惜しくもメンバーから外れてい
ますので、坂副会長の方でご掌握頂いて、リトルマーメ
ードの鑑賞をして頂くようになります。私はシェラトン
グランデ東京の方へ林さんと鈴木真琴さんとお子さん、
董くんと皆様のお迎えに行っております
ので、宜しくお願い致します。

勝野副実行委員
30 周年実行委員会、今まで 6 回開催し
大分、煮詰まってきたので現況報告をさせて頂きます。

出会いに感謝して

OMIYA CHUO ROTARY CLUB
久世実行委員長 28 年 3 月 3 日
パレスホテルで行います。ご夫人同
伴でございますので、是非そのつも
りで予定をしていて頂きたいと思い
ます。ご来賓は、ガバナー始めさい
たま市長、各部門委員長、パストガ
バナーも含め１００名の予定。案内状は 12 月中には発
送しようというかたちです。すでに皆様方の会費を上期
下期と特別に頂いておりますので、プラス奥様の登録と
なりますけれども、是非ご協力をお願いしたいと思いま
す。当日の日程は、4 時位から受付を開始、5 時から 6
時 1５分まで式典、6 時前後に南安養ＲＣとの再締結を
する調印式も予定しております。6 時 30 分～8 時 30
分が祝賀会となりますが、アトラクションとして箱根湯
本芸能組合の皆さんにお願いしようかと思っておりま
す。さいたま市に対しての記念事業ですが、大宮区役所
前に市内の案内板を設置する予定でございます。
御畑 総務・受付部会長 招待状は 20 日過ぎに発送予定。
1 月末までにお返事を。記念品の予算は千円未満。良い
アイデアがあればお願いします。
岩渕 式典部会長 委員は徳永会員、南会員、泉会員、川
西会員、樋口会員、深田会員の 7 名。式典開始 5 時。
司会は木下会員、サポート深田会員。
山本 祝賀会部会長 委員は柏木会員、石川会員、氏家会
員、吉澤信一会員、森会員。祝賀会は 18 時 30 分～
20 時 30 分。
切敷 南安養ＲＣ部会長 2 泊 3 日お世話します。委員は
吉澤俊一会員、東山会員、堀越会員、木下会員。1 日目
は羽田～山中湖のホテル泊、2 日目は大宮へ移動～30
周年式典～ラフレ大宮泊となります。
熊木 記念事業部会長 委員は村田会員、鈴木会員、星沢
会員、長岡会員、星野会員。すべて決まっていて出来上
がり待ちです。寄付はガバナー公式訪問前に済んでいま
すので、当日は目録だけとなります。
川嵜 会計部会長 配布しました予算書をご覧下さい。
勝野 記念誌部会 Ａ４サイズになります。26 代～30
代の会長又は幹事さんには原稿をお願いします。

見富出席委員
会 員 数：４８名
出席者数：３４名

出席対象者：４4 名
出 席 率：７７％

（順不同）
山田会員
○今週木曜日から一段と寒さが厳しくなるそうです。充分
に体調管理して、年末をお過ごし下さい。佐野 巖会長
○30 周年宜しくお願いします。
・・・・・・久世晴雅会員
○3 月 3 日、
30 周年皆さんのご協力宜しくお願いします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・勝野由行会員
○3 月 3 日、30 周年式典、成功させましょう。

2015-2016 OMIYA CHUO ROTARY CLUB
副会長：坂 仁視、小沼 岳司
幹 事：町田 宏遠
会報・広報委員長：入江 信仁

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・徳永誠三会員
○中央ＲＣ30 周年頑張って下さい。
・・・・酒井正次会員
○30 周年成功させましょう。
・・・・・・・・・・・・町田宏遠会員、山本英一会員
○30 周年記念式典ガンバロー！！・・・・・坂 仁視会員
○30 周年記念式典がんばりましょう。
・・・川西英章会員
○30 周年に向けてがんばりましょう！！ 小沼岳司会員
○30 周年記念式典楽しみですね。久世委員長よろしくお
願いします。
・・・・・・・・・・・・・南 慎一郎会員
○世界へのプレゼントになろう。
・・・・・・泉 英明会員
○12 日ＲＬＩに参加させていただき大変勉強になりまし
た。また、見富さん、懇親会までお付き合い頂きありが
とうございました。
・・・・・・・・・・・山田善信会員
○今月は一年間の棚降しの時期です。全てをやり終えて、
すっきりした気分で新年を迎えましょう。
・岩渕孝男会員
○切敷さん、
先日はおいしい物をありがとうございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・川㟢彦一会員
○カゼの為、
例会初欠席でした。
しかし成長したものです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・御畑博司会員
○坂さん、21 日楽しみにしております。
・・熊木広光会員
○本日も、
皆様へごめいわくをおかけするかもしれません。
宜しくお願い致します。
・・・・・・・・・柏木英太会員
○今日は何の日．
．
．1906 年(明治 39 年)「年賀郵便」取
り扱い始まる。109 年前の今日 12 月 15 日だそうで
す。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・松山哲則会員
○ＲＬＩ(ロータリーリーダーシップ研究会)に参加致しま
した。全てのセッション内容が満足いくものでした。デ
ィスカッション時間が短く中途半端でもったいないとい
う感じでした。
・・・・・・・・・・・・・見富清一会員
○今年の例会も次週のクリスマス例会を残すのみと成りま
した。役員の皆様、御苦労様でした。感謝します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・品川喜久郎会員
○23 日クリスマス例会、参加者の皆様、時間厳守で集合
して下さい。
・・・・・・・・・・・・・・守屋 実会員
○羽生結弦さんの演技、素人が見てもわかる異次元の世界
でしたネ！日本の誇りです。
・・・・・・・樋口領治会員
○今年最後の例会参加となります。来年もよろしくお願い
します。
・・・・・・・・・・・・・・・・堀越太志会員
○年末、もう今年も終わりですね。
・・・・・入江信仁会員
○1 年が早いですね！！・・・・・・・・・切敷健一会員
○今年一年お世話になりました。
・・・・・阿由葉晃市会員
○12/6(日)におこなわれましたロータリーベンチャーズ
チャリティコンサートには多ぜいの皆様にご参加いただ
き、まことにありがとうございました。ガバナー、財団
部門委員長に来ていただき、ポリオ寄金に寄付をさせて
いただきました。
・・・・・・・・・・・・星野時夫会員
○クリスマス例会欠席になりますので、今年最後に皆様の
顔を見に来ました。よいお年を！・・・・木下 恵会員
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