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坂 会長
今日は、司会の深田さんは、
本日予定していた方がお休み
になったものですから、急遽、
お願いをしました。申し訳ご
ざいません。有難うございま
した。また、今日は石井パス
ト会長が素晴らしいお話をし
て下さるという事で、私の話はどうでも良いかなと。本
日、理事会を開催致しまして、色々と審議をさせて頂き
ました。いよいよ、本年度の地区補助金を使いましたカ
ンボジアへのご支援も、来週実行させて頂きます。メン
バー９人でシェムリアップを訪れて親交を深めて参り
たいと思います。カレンダーもあと２枚になり、今日は
立冬でございますが、語呂合わせで、今日は 11/7、つ
まり「いい女の日」という事をとり挙げて集まりをする
会がございまして、増強という事で、是非とも女性会員
を入れたいので、そちらの方に星野研修リーダーと切敷
増強委員長と例会が終わりましたら、お邪魔してきます。
皆様もお知り合いで女性経営者の方がおられましたら、
是非ともご推薦を頂きたいと思いますので、よろしくお
願い致します。

入江幹事
・11､12､1 月の例会スケジュール承認。
・11/11､12 地区大会、全員参加で
宜しくお願い致します。
・11/22(水)青少年奉仕について会合を
行います。対象は本年度理事役員、次年度理事役員、
パスト会長。18:00 よりサンパレスにて。

松山会員 73 ﾍﾟｰｼﾞ「ロータリー財団奨学生のその後」。
山梨県の甲府ロータリークラブの例会のお話で、
「国内

［会場］大宮サンパレス
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理事会報告、誕生・結婚祝い、会員卓話
でご存命のパストガバナーで一番長
老の方の誕生祝い(101 歳)」の記事。
ラウンドアップという小さなコーナ
ーで「マダガスカルの紹介」26 ﾍﾟｰｼﾞ。
「難民シェルタ
ーを」
。以上、4 つの記事について紹介。

山田職業奉仕委員長 12/19 の担当
例会の件で、お知らせ致します。外部
卓話で、今年夏の甲子園で全国優勝し
ました花咲徳栄高校の監督さんがお話
して下さることになりましたが、大変
お忙しく、各地で講演をされているそ
うで、事前に皆さんからご質問を頂いて、それに対して
お答えする様な感じでお願いしたいと注文がございま
した。後日、事務局より皆さんにご案内を出しますので、
是非この機会にご質問を頂けますようお願い致します。
松山青少年奉仕委員 派遣学生、藤崎連弥君の月例報
告を申し上げます。一度も体調を崩すことなく良好です。
授業開始時間が早いのにもなれ、一度も欠席をしていま
せん。授業はフランス語の勉強をしていますが、化学と
英語は他の生徒と同じように授業を受け、テストも受け
ています。とても規則正しい生活が続いています。10/21
からバカンスが始まりホストファミリーと一緒にウィ
ンドサーフィンを習っています。風が無い日はパドルを
するなど良い経験をさせてもらっています。ロータリー
の行事では、10/4 にサントロペに行きました。とても
大きなボートレース大会があり船に乗って観戦しまし
た。フランスに来てから雨が 2 度しかありません。時間
が空いた日はホストファミリーと海に行っています。
アナスターシアのカウンセラー 星野会員 彼女から
の 10 月の報告です。沖縄に修学旅行に行って来たそう
です。今、林会員のお宅にホームステイをしています。
11/25 に引っ越して、
松本怜己さんのお宅に移動します。
約１ヶ月位お世話になりますが、その後のホームステイ
先がまだ決まっておりません。どなたか引き受けて下さ
る方、是非、私の方までお声かけ下さい。
見富会員 カンボジアの山本日本語学校
への支援とは別に、個人的なお願いです
が、カンボジアの孤児院への支援として、
ご家庭に眠っている未使用のシーツ、風
呂敷、ボールペンなどありましたら、持
って行きたいと思いますので、寄付をお
願い致します。

会長テーマ 「クラブを見詰め直そう」

石井秀幸会員 私は今、ス
リーピング中で本当に卓話
をやる立場ではないと、こ
れまで皆さんに深く陳謝し
たいと思います。今、飴を
配っておりますが、この飴
をお客様に心を込めて配る、
原価が３５円位。夏の間の
暑い時は水を買って、パソコンで「感謝」という文字を
作って貼って配る。
「お金をかけずに真心を」と、小さ
な会社がこの世の中を生きる為に、色んなアイディアを
使いながら生きている。もう一つは、会社に来る人に、
「ようこそ」と掲げて歓迎する。という形の中で４６周
年を迎えております。知恵を絞って、我々自身が変化し
ていくと。一番心配しているのは日本の信用、安全、素
晴らしい技術力、世界を圧巻したものが今崩れようとし
ているのではなかろうか。
（以下、企業人として為にな
るお薦めのテレビのお話、成功の３原則について、クラ
ブ活性化の提案など）

見富委員
会員総数 ：５３名 出席対象者：４９名
出席者数 ：２９名 出 席 率：５９.18％
前々例会修正出席率：８３.33％
（順不同）
南会員
○石井パスト会長、卓話ありがとうございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 坂 仁視会長
○16 日からのカンボジア支援に参加の皆様ありがとう
ございます。
・・・・・・・・・・・・・坂 仁視会長
○11 日、12 日の地区大会への参加よろしくお願いし
ます。
・・・・・・・・・・・・・・・・坂 仁視会長
○トランプ氏の奥さん、メラニアさん美しいですね。私
だけですかね～。
・・・・・・・・・・ 入江信仁幹事
〇今月 11 月 10 日で喜寿を迎えます。年取りました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・久世晴雅会員
〇本日はつたない卓話をご清聴ありがとうございまし
た。
・・・・・・・・・・・・・・・・ 石井秀幸会員
○カンボジア山本学校支援の皆様にご協力。実りある事業
を期待しています。
・・・・・・・・・ 酒井正次会員
○誕生祝いありがとうございます。大人になんかなりたく
なーい！・・・・・・・・・・・・・・深田将由会員
○有志の皆さん、カンボジア旅行、お気をつけて行って
来て下さい。
・・・・・・・・・・・・・東山 大会員
○我が家の秋の果実、柚子、果林、渋柿、柘榴が豊富で金
柑と栗は全滅。うれて落ちた柿、柘榴の清掃が大変で
す。
・・・・・・・・・・・・・・・・ 見富清一会員
○寒くなってきました。皆様、健康には気を付けてお仕
事頑張りましょう。昨日、蓼科へ行きました。紅葉絶
景！・・・・・・・・・・・・・・・・倉持正徳会員
○秋なのに畑はダイコン、カブ、菜っ葉類、春菊、ニン
ニク等で緑鮮やかです。
・・・・・・・・樋口領治会員
事務局 ：さいたま市大宮区宮町 2-147 大宮 KSA ビル 403
TEL 048-648-6635
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○10 月 24 日（火）例会日ですが、地区のグローバル補
助金セミナーに参加しました。岩渕さん、熊木さんも来
ていました。
・・・・・・・・・・・・・星野時夫会員
○11/2～11/5 までベトナムのハノイに行ってきました。
今の時期は一番気候が良く、暑くもなく寒くもなく快適
な気候です。若者が多く、日本の 50 年前の人口の構成
ですので、これからが楽しみな国です。非常に湿気があ
りました。
・・・・・・・・・・・・・・・星野時夫会員
○石井パスト会長、本日はありがとうございました。卓話
もありがとうございます。
・・・・・・・ 星野時夫会員
○遅れてスミマセン。
・・・・・・・・・・ 柴田 功会員
○石井パスト、いつもながら雄弁で、見識あるお話ありが
とうございます。
・・・・・・・・・・・ 岩渕孝男会員
○石井パスト会長、卓話ありがとうございます。
・・・・・ 熊木広光会員、星沢義隆会員、小沼岳司会員
○石井パスト会長、卓話楽しみにしております。
・・・・・・・・・・・・ 山田善信会員、佐野 巖会員
○石井さん卓話ありがとうございます。寒くなって来まし
た。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 川西英章会員
○石井さん卓話ありがとうございました。 松山哲則会員、
泉 英明会員、石川力哉会員、川嵜彦一会員
○石井さん！久しぶりです。卓話ありがとうございまし
た。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 切敷健一会員
○石井会員、卓話よろしく！・・・・・・・町田宏遠会員
○お久ぶりです。
・・・・・・・・・・・・ 鈴木真琴会員
○岩渕さん３日は大変お世話になりました。
・徳永誠三会員
〇岩渕さん３日は大変お世話になりました。
徳永さん、
朝、
昼、晩とごちそうになり有難うございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・勝野由行会員
○石井さん卓話ありがとうございました。岩渕さん３日の
日、
お世話になりました。
ぼくも船がほしくなりました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・南 慎一郎会員

本日のスマイル合計： ５７,０００円
本年度スマイル累計：６５７,０００円
スマイル報告：
南会員
本日の司会：
深田会員
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