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阿由葉副会長

第2770地区第３ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 中川高志 様 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ幹事 櫻井義久 様 

地区職業奉仕部門委員長 清水恒信 様（大宮西RC） 

大宮ロータリークラブ 会長 橋本和久 様 

               幹事 星野 晃一郎 様 

大宮南ロータリークラブ 会長 樺沢二郎 様 

幹事 小平啓介 様 

大宮シティロータリークラブ 会長 山市泰久 様 

幹事 飯窪克己 様 

さいたま大空ロータリークラブ  

会長 マウン・ソーピィーウイン 様 

幹事 シャレスタ・ラジャン・クマル 様 

特別代表 恵川一成 様 

ＳＡＡ 倉金由幸 様 

千葉東ロータリークラブ 李 惠蘭 様 

川口南ロータリークラブ パスト会長 中島達哉 様          

上尾ロータリークラブ 会長 久保田 勲 様、   

  直前会長 関口和夫 様、島村 健 様、 

斉藤博重 様、門崎由幸 様、深沢圭司 様、 

長沼大策 様、大塚崇行 様、坂本忠光 様、 

春日孝文 様、藤村 作 様、宇多村 海児 様 

南 慎一郎 会長 
佐野年度が純増４名になり、例会 

に活気が出て非常に素晴らしい年 

度になったと思います。本年度も 

負けないように更に頑張ります。 

まだ入会５年目で、殆ど出席しな 

い不良会員でした。幹事の深田君 

も４年しか経っていないので、皆 

さん出来るのかなと不安を持たれている方も沢山いらっ

しゃったと思います。年度替わりから、すべての例会に参

加してすべてのセミナーに参加しようと 1 年やってきま

した。新年度の準備に取り掛かりはじめたところで、あま

りに知識のなさ、経験のなさを痛感しまして、これはちょ

っとまずいんじゃないかと思う時期がございました。新年

度の理事役員の皆様、先輩諸氏のご指導ご協力があって、

さらに深田幹事が仕事をする間もなく、毎日の様に朝から

晩までロータリーの事で駆けずり回ってくれたお蔭で、今

日を迎えることが出来ました。そんな皆さんの姿を見て、

これが大宮中央ロータリークラブの素晴らしさなんだな

ということを改めて痛感させて頂くことが出来ました。さ

て、今年度の方針は「楽しく生き生きとしたクラブにしよ

う」です。実践目標の一つ目は「会員増強純増８名」です。

本日 2 名入って、9 月に２名の予定ですけど、更に岩渕

増強委員長、或いは皆さんのご協力で５名の増強をしたい

と思います。ご協力をお願い致します。二つ目は「楽しい

例会にする」です。是非皆さんと一緒に楽しくしたいと思

います。本日は誠に有難うございました。 
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↓中川ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐・桜井ｸﾞﾙｰﾌﾟ幹事

 

 

 

 

 

 

 

清水職業奉仕部門委員長→ 

 

 

 

↓大宮ＲＣ 橋本会長・星野幹事 

 

 

 

 

 

 

大宮南ＲＣ 

樺沢会長・ 

小平幹事→ 

 

 

←大宮ｼﾃｨＲＣ 

山市会長・ 

飯窪幹事 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よろしくお願い致します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 柏木親睦委員長         

誕生日：

 6日 倉持会員、12日 川西会員、                                             

 13日 吉澤俊一会員、14日 熊木会員、

 20日 見富会員、29日 山田会員 

 

 

                                         

                                              

                   ↓恵川特別代表                                              

                           

                                                                    

                                                  

 

 

                                          

↑さいたま大空ＲＣ ｿｰﾋﾟｨｰ会長・ﾗｼﾞｬﾝ幹事・倉金SAA                                                     
                                                                                   

↓川口南RC中島様             

                                                                     

          

 

 

千葉東RC李 様 上尾RC久保田会長  

 

          

                         結婚記念日： 

                             5日 見富会員 

                             ７日 深田会員 

 

 

 

 

 

中川ガバナー補佐より会員バッジを付けて頂きました。 

 

 

司会 入江ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長 

       乾杯 佐野直前会長 
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大宮中央ロータリークラブ          会長 ： 南 慎一郎   副会長 ： 阿由葉 晃市 ・ 御畑 博司  

(2016～2017年度）           幹事 ： 深田 将由   会報・広報委員長 ： 山田 善信  

樋口出席委員長 

会員数：４９名  出席者数：４５名  

出席率：１００％（移動例会の為） 

（順不同）   山田副ＳＡＡ 

○南会長、深田幹事、初例会おめでとう 

ございます。 

第3 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 中川高志様 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ幹事 櫻井義久様 

○３１回目の初例会です。 

職業奉仕部門委員長 清水恒信様 

（大宮西ＲＣ） 

○初例会おめでとうございます。 

・・・・大宮ＲＣ 会長 橋本和久様、幹事 星野晃一郎様 

○初例会おめでとうございます。 

・・・・・・・・・・・・大宮南ＲＣ 会長 樺沢二郎様 

○初例会おめでとうございます。一年間よろしくお願い致 

 します。・・・・・・・大宮シティＲＣ 会長 山市泰久様 

○初例会おめでとうございます。 

・・・・・・・・・・大宮シティＲＣ 幹事 飯窪克己様 

○初例会おめでとうございます。さいたま大空ＲＣをよろ

しくお願いします。 

・・・・・・・さいたま大空ＲＣ 特別代表 恵川一成様 

○南会長、おめでとうございます。一年頑張って下さい。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・千葉東ＲＣ 李 惠蘭様 

○南、深田年度、初例会おめでとうございます。 

・・・・・・・・・川口南ＲＣ パスト会長 中島達哉様 

○南会長初例会おめでとうございます。 

・・・・・・・・・・・・上尾ＲＣ 会長 久保田 勲様 

○初例会おめでとうございます。 

上尾ＲＣ 直前会長 関口和夫様、宇多村海児様、 

深澤圭司様 

○よろしくお願いいたします。 

・・・・・・・・・・上尾ＲＣ 春日孝文様、門崎由幸様 

○南会長、深田幹事2016-2017年度初例会おめでとう 

 ございます。・・・・・・・・・・上尾ＲＣ 大塚崇行様 

○南年度初例会おめでとうございます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・上尾ＲＣ 島村 健様 

○上尾クラブから参加させていただきました。どうぞよろ 

 しくお願い致します。・・・・・・上尾ＲＣ 坂本忠光様 

○本日はおめでとうございます。・・上尾ＲＣ 藤村 作様 

○南会員、深田幹事、初例会おめでとうございます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・上尾ＲＣ 斎藤博重様 

○「南丸」初例会おめでとうございます。・・・関野修一様 

○皆さん本日はおこしいただきありがとうございます。 

1年間どうぞよろしくお願い致します。・南 慎一郎会長 

○吉田様、鈴木様、ご入会おめでとうございます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐野 巖会員 

○誕生日祝ってくれるは自分だけ！浅水さん、南さん頑張 

 って！・・・・・・・・・・・・・・・・吉澤俊一会員 

○南年度初例会おめでとう！上尾ＲＣの皆様ようこそ！ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・守屋 実会員 

 

 

 

 

 
 

○南会長、深田幹事初例会おめでとうございます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岩渕孝男会員 

○初例会おめでとうございます。川西英章会員、切敷健一 

会員、木下 恵会員、吉田高法会員、小沼岳司会員、柏木 

英太会員、森建二会員、坂 仁視会員、町田宏遠会員 

○祝初例会・・・・・・・・徳永誠三会員、勝野由行会員 

○南、深田君、初例会おめでとう。・・・・・氏家哲男会員 

○南年度スタートおめでとうございます。来賓の皆様よう

こそ。・・・・・・・・・・・・・・・・・久世晴雅会員 

○南年度スタートおめでとうございます。・・熊木広光会員 

○深田様、おめでとうございます。・・・・・鈴木克典会員 

○お久し振りです。南丸出帆おめでとうございます 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・吉沢信一会員 

○2016-2017年度「南・深田号」のスタート、初例会 

おめでとうございます。・・・・・・・・・松山哲則会員 

○南年度の出発を祝って。・・・・・・・・・石川力哉会員 

○南丸の出帆を祝って！・・・・・・・・・樋口領治会員 

○南丸船出おめでとう。多くのお客様ようこそ。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・泉 英明会員 

○南年度の船出おめでとうございます。・・・佐野 巖会員 

○皆様、当クラブの初例会ありがとうございます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山本英一会員 

○南年度の初例会の盛会おめでとうございます。お客様よ 

 うこそ！・・・・・・・・・・・・・・・星野時夫会員 

○新年度スタート誠におめでとうございます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・浅海康行会員 

○南年度お目出とう。本年1年頑張って下さい。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・品川喜久郎会員 

○南会長、深田幹事、今年一年がんばって下さい。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鈴木真琴会員 

○南年度頑張りましょう！・・・・・・・・堀越太志会員 

○南、深田年度、頑張りますので、よろしくお願いします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・倉持正徳会員 

○南会長、深田幹事、一年間お世話になります。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・御畑博司会員 

○南会長、深田幹事、一年間宜しくお願い致します。 

・・・・・・・・・・・・星沢義隆会員、山田善信会員 

 

本日のスマイル合計：１２３，５００円 

本年度スマイル累計：１２３，５００円 

 

 

 

 

 

 

 

本日の司会 

木下SAA 
        

 

 

 

  


