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小沼副会長
第３７５０地区韓国ＩＡ訪日団の皆様
イ・チュンウォン先生、キム・ドンウク先生、
チョイ・ヨン・セオさん、ハン・ジナさん、
セオ・ドンフイさん
大宮西高ＩＡ顧問教師 中島克子 様
ホストファミリー 増保智美 様、斎藤香織 様
大宮西高ＩＡ生 増保 遥 様、斎藤萌香 様
通訳（戸田西ＲＣ米山奨学生） 朴 玉順 様

ありませんか！会員皆さんの熱き友情とご協力をお願
いすると共に、今年一年をご健康にてご活躍されること
をご祈念申し上げまして、年頭の挨拶と致します。

１月のお小遣い授与

佐野 巖 会長
新しい年を迎えられ決意もあらた
に出発されたと思います。先日１
月８日、箱根湯本での新年例会に
会員総勢２０名の方が参加されま
した。クラブ外では第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、元会員の小川さんにお
越しいただきました。非常に大事な本年、良きスタート
が切れたこと感謝申し上げます。本日は韓国からイ・チ
ュンウォンさん、キム・ドンウクさんと生徒さん３名が
来日され、短い滞在ですが日本の文化を吸収して帰って
頂きたいと思います。さて、今年は申年。猿は古くから
「魔が去る（さる）
」と言われ、悪いものや厄を取り払
ってくれる有難い動物とされていました。
「病魔がさる」
にかけて、申年に赤い下着を身に着けると縁起が良く、
健康に過ごせると言われており、赤い下着が前回の申年
2004 年に大ヒットしたそうです。外国でも赤い下着
は縁起の良いものとされているそうです。今年はお一つ
赤い肌着を身に着け気持ちも元気に過ごしてみるのも
いかがでしょうか。本年度は大宮中央ＲＣとして創立３
０周年と云う大きな節目を迎える大変意義ある重要な
年です。３月３日の記念日に向かって一歩一歩着実に前
進し、素晴らしい日を迎えるスタートにしてゆこうでは

１月のホストファミリー謝礼授与

ＲＬＩパートⅡ、パートⅢ修了証書授与

町田宏遠 幹事
・来週 1/19 クラブ協議会、例会場変更→大宮ソニッ
クシティ６０１会議室にて１８時より。例会終了後、
南会員のお店にて食事
・1/26 会員卓話：浅海会員、松山会員。例会終了後、
カラオケ「カサビーノ」にて新会員歓迎会
・2/2 理事会報告、誕生・結婚祝い
・2/9、2/16 ３０周年準備例会
・2/23 ＩＭに振り替え（清水園にて）
・3/1→3/3 に振り替え 大宮中央創立
３０周年記念例会
・3/8 理事会報告、誕生・結婚祝い
・3/15 定款第６条による休会
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・3/22 大宮南ＲＣとの合同例会
・3/29 親睦例会
・3/12 吉川ＲＣ創立 45 周年記念チャリティゴルフコ
ンペ開催。締切 1/31。申し込みは樋口ゴルフ同好会
会長まで。
・さいたま中央ＲＣ創立 50 周年記念事業チャリティコ
ンサート開催。さいたま芸術劇場にて。申し込みは幹
事まで。
・会員旅行 4/10～4/11 金沢で決定しました。金額は
次の理事会で決めますのでご了承下さい。

柏木ふれあい社会奉仕委員長
ペットボトルキャップ回収事業の報告。
１２月の回収はキャップ 36,000 個、
ワクチン４５人分でした。

ホストファミリーへ謝礼と中島先生へ西高ＩＡ下期活動費授与

１月
村田ＩＡ委員長 1/8から日本に来て明日までというこ
とで、9 日ＩＡ協議会参加、10 日ディズニーランド見
学、11 日に私と、熊木会員と一緒に東京見学、今日は
西高の方へ行っていました。お一人ずつ簡単に自己紹介
をお願いします。
李 忠原 先生 第３７５０地区の南
安養ＲＣに所属している安養女子商業
高校のイ・チュンウォンと申します。
南安養ＲＣ創立記念の時に皆さんの何
人かがいらして、覚えていた顔ぶれだ
ったので、とても親しみを感じました。
このように私たちを歓迎して下さって、佐野会長始め、
皆さんに感謝申し上げます。良い経験、良い時間を作っ
て下さって本当に有難うございました。
金 東郁 先生 平澤女子高校のイ・
チュンウォンと申します。５泊 6 日
間、皆さん本当に良い時間を作って頂
き、言葉では表せないくらい感謝して
おります。今度は世界大会の時にお会
い出来たら嬉しいなと思っております。
有難うございました。

安養女子商業高等学校 チョイ・ヨン・セオさん
聖文高等学校 ハン・ジナさん
光敎高等学校 セオ・ドンフイさん
有難うございました。この経験を活かして頑張ります！

誕生祝い：1 日 星沢会員、10 日 酒井会員、１１日 長岡
会員、才間事務局、１４日 佐野会長、
２６日 吉澤信一会員

結婚祝い：２１日 酒井会員、松山会員

星野クラブ研修リーダー
姉妹交流をしているのが
今日来ています韓国の第
３７５０地区と我が第２
７７０地区です。青年の
翼の交流が始まったのが
1988 年、大宮中央創立
３年目の久世さんが会長
やった年度に地区同士で姉妹交流が始まったので、大宮
中央ＲＣも姉妹友好クラブとして我がクラブと似たよ
うなクラブを探したところ、韓国の南安養ＲＣがちょう
ど良いのではということでスタートしたのが、27、8
年前です。そこで、当時の調印した調印書を皆さんにお
配りした訳です。良く見ていただくと調印の為の項目が
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書かれていますが、５年毎に見直し調印をすることにな
っています。ちょうど大宮中央３０周年が５年目にあた
り、その調印が３月３日に行われようとしている訳です
が、クラブ事業の棚卸といいますが、今後のあり方につ
いて皆さん方で考えて頂こうかと今日は時間を設けさ
せて頂きました。各テーブル毎に意見を出し合って頂き
たいと思います。

話し合い後、各テーブルのリーダーより発表
・第３条に会員と家族、同伴者が訪問するときには．
．
．
の部分が欠落しているのでは。メインの青年の翼につ
いて参加する児童が西高、部外者で、会員の御子弟で
はなくなってきている。また、会員も韓国に行く人が
少なくなっているので、熱意をもって最初に始めた事
業に対する思いやりがどれほどあるのかも考えなけ
ればならないのかなと。
・誠金は参加者一人１万円と入れた方が良い。
・もっと交流を深めて継続していきたい。

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

見富出席委員
会 員 数：４８名
出席者数：３６名

出席対象者：４４名
出 席 率：８２％
（順不同）

山田会員

○会員の皆様、下期もどうぞよろしくお願いします。
・・・・・・・・・・・・・佐野 巖会長、町田宏遠会員
○明けましておめでとうございます。
・・・・・・・・・・・・・・小沼会員、浅海康行会員
○明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い
します。
・・・・・・・・入江信仁会員、南 慎一郎会員
○今年も宜しく・・・・・・・・・・・・阿由葉晃市会員
○本年も宜しくお願いします。堀越太志会員、泉 英明会
員、山田善信会員、深田将由会員、木下 恵会員
○昨年はお世話に成りました。本年も宜しくお願い致しま
す。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・柏木英太会員
○お目出とう御座居ます。今年も一日一日を大切に、一年
やって行きます。宜しく。
・・・・・・・品川喜久郎会員
○恭賀新年、韓国、イ先生、キム先生、ＩＡの皆さん、よ
うこそ。
・・・・・・・・・徳永誠三会員、勝野由行会員
○インターアクト訪日団の皆様、ようこそいらっしゃいま
した。
・・・・・・・・・・・・・・・・・御畑博司会員
○韓国インターアクト訪日団の皆様ようこそ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・熊木広光会員
○訪日団の皆さんようこそ。日本の文化を楽しんでいただ
けたでしょうか。
・・・・・・・・・・・・林 正憲会員
○韓国ＩＡで来日の先生並びに生徒さんようこそ。朴さん
も通訳ご苦労様です。又、３月３日と４日のご協力も宜
しくね。
・・・・・・・・・・・・・・・・岩渕孝男会員
○中央ＲＣ皆様今年もよろしくお願いいたします。韓国イ
ンターアクト訪日団の皆様ようこそ。
・・・川西英章会員
○誕生祝いありがとう。訪日の皆様ようこそ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・酒井正次会員
○箱根はいい天気でしたね。
・・・・・・・・坂 仁視会員
○ＮＨＫ朝ドラ「あさが来た」のモデル広岡浅子の特別展
が日本女子大 成瀬記念館で開催されております。
昼食は
綱町三井倶楽部がお勧めです。あさは京都小石川の三井
家の４女とは知りませんでした。
・・・・・見富清一会員
○新年会に参加できませんでした。生徒の送り迎えの為、
とても残念でした。
・・・・・・・・・・・林 正憲会員
○新年早々、ドロボーに入られた！・・・・樋口領治会員
○漸く６７才になります。
・・・・・・・・・吉澤信一会員
○下期、親睦委員会に御協力をよろしくお願い致します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・守屋 実会員
○理事会おつかれ様でした。
・・・・・・・・切敷健一会員
○理事、役員の皆様、本日はごくろう様でした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・川嵜彦一会員
○理事会御苦労様でした。
・・・・・・・・・星沢義隆会員

本日のスマイル合計：
４１，０００円
本年度スマイル累計： ７０４，５００円
創 立：昭和 62 年 3 月 3 日
例会日：毎週火曜日
時 間：１８：３０～１９：３０
例会場：大宮サンパレス

OMIYA CHUO ROTARY CLUB
韓国訪日団（1/8～13 ５泊 6 日）

訪日団の先生と共に ↑

大宮西高にて ↑

東京見学→

出会いに感謝して

