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2018 年 2 月 6 日(火)第 1543 回 理事会報告、誕生・結婚祝い、入会式、IA 韓国訪日生挨拶
入江幹事

酒井副会長
大宮西高ｲﾝﾀｰｱｸﾄ顧問 中島先生、副顧問 高田先生
韓国訪日生 キム・ミンジさん、ホ・スヒョンさん
ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ（大宮西高）白澤真桜さん、お母様
ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ・青少年交換学生（大宮西高）宮本杏渚さん
他 大宮西高ｲﾝﾀｰｱｸﾄ生 ７名
通訳（埼玉大学）イ・ジョンミンさん
大宮シティロータリークラブ
恵川一成様、蓜島一弘様、鈴木康司様
坂 会長
韓国第 3750 地区と私共第 2770 地
区の今年で 30 回目になります日
韓青少年交流事業が 2/3～2/8 ま
で行われており、本年は韓国から
34 名の生徒さん、引率の先生が 3
名、ロータリアンが 6 名お見えに
なっております。私共のクラブも 2 人の担当をさせて頂
いており、大宮西高のインターアクトクラブの皆さんの
ご協力で、白澤さんと宮本さんのお宅にホームステイを
お願いしております。また、大宮シティクラブさんが今
年は創立 20 周年ということで、しっかりとご協力をさ
せて頂こうと思います。それから、嬉しいことに宮﨑元
会員が本日、再入会ということで、また大活躍を期待し
ております。それと、須永会員がカンボジアのバッタン
バンにある私共が支援した孤児院に単身で視察に行か
れていますので、後日報告をして頂きます。
大宮シティＲＣ創立
20 周年実行委員長
恵川一成様
4/21 に行われます
当クラブ創立 20 周
年のご案内に伺いま
した。副実行委員長の蓜島会員、鈴木会員と総勢４名で
今日は来ております。皆さん 4 名いないと思うでしょう。
実は濱野パストガバナーがそちらに居ります。一緒に来
ていますので、宜しくお願い致します。
（以下、大宮シ
ティ RC の歴史、展望についてお話を頂きました。
）
私共のクラブ 20 才のお祝いに、是非多くの方のご参加
をお願いいたします。ライトアップ大宮中央ロータリ
ー！有難うございました。

・2/22「IM」ホテルブリランテ武蔵野 15:40
集合。出席を宜しくお願い致します。
・3/6「創立記念例会」JR 大宮駅長の多胡
様の卓話後、懇親会（ｱﾙｺｰﾙ出ます）
・4/3 例会にて雨海賢一様の入会式を予定。
・さいたま市の桜植樹について、七里総合公園に 4 本の
植樹をすることになりました。2 月末か 3 月初めに植
樹後、植樹祭を予定しています。
・大宮中央 RC 事務所賃貸借契約更新について承認。
・ロータリー手帳の注文希望の方は事務局まで。

宮﨑信義会員
「まだやれるかなと
今日、思いました。
宜しくお願いしま
す！」

岩渕Ｒ財団委員長 今週の寄付者報告させて
頂きます。
「星沢会員 730 ﾄﾞﾙ、松山会員 400
ﾄﾞﾙ、山本会員 270 ﾄﾞﾙ、勝野会員 500 ﾄﾞﾙ、熊
木会員 300 ﾄﾞﾙ」お陰様で年次寄付目標 8,000
ﾄﾞﾙ達成しました。詳細は 8,102.5 ドル、大体
108%位かと思います。今年度は一般会計から寄付目標の
半分を拠出するという事で、全員が寄付者ということに
なります。ですから寄付者率 100%、大宮中央始まって
以来となります。補助金事業、大威張りでやっていきた
いと思います。
南直前会長 本日、理事会で承認頂きまして、
6 月末日をもちまして、業務の都合でやむを
得ず千葉ロータリークラブに移籍をさせて頂
くことになりました。皆様と 6 年間楽しい思
いをさせて頂きました。自宅は変わらず、こ
ちらの方にある事業所も更に拡大していこうと思って
いますので、相変わらず遊びの方はお誘いを頂き、ずっ
と末永くお付き合いをさせて頂きたいと思います。大変
お世話になり本当に有難うございました。
松山青少年奉仕副委員長より、事業報告後、それぞれのお
客様に挨拶を頂きました。

会長テーマ 「クラブを見詰め直そう」

訪日生キムさんとホさん挨拶
あ

IA 下期活動費授与

大宮西高 IA 活動報告、訪韓生挨拶、ホストファミリー紹介

青少年交換学生 宮本杏渚さん
挨拶と留学生アナスターシア

へ 2 月のお小遣い授与

見富出席委員長
会員総数 ：５４名 出席対象者：４８名
出席者数 ：２５名 出 席 率：５４.16％
前々例会修正出席率：１００％（移動例会の為）
（順不同）
星沢会員
○4 月 21 日(土)開催の大宮シティＲＣ創立 20 周年記念
式典には多くの大宮中央ＲＣの会員の皆様をお待ちして
おります。
・・・大宮シティロータリークラブ 恵川一成様
○大宮中央ＲＣ皆様、大変お世話になっております。シテ
ィＲＣようやく 20 才になりました。
皆様のおかげです。
今後共よろしくお願いします。
・・・・・・・・大宮シティロータリークラブ 蓜島一弘様
○大宮シティＲＣの 20 周年よろしくお願いします。本日
はお世話になりました。
・・・・・・・・大宮シティロータリークラブ 鈴木康司様
〇大宮西高インターアクトクラブの皆様ようこそ。訪日生
のお世話よろしくお願いします。
・・・・・坂 仁視会長
○宮﨑さん、お待たせいたしました。また、いろいろご指
導よろしくお願いいたします。
・・・・・・坂 仁視会長
○大宮シティクラブ創立 20 周年キャラバンの皆様、ご苦
労さまです。ご協力させていただきます。
・坂 仁視会長
○韓国青少年訪日団の皆様ようこそ。大宮西高インターア
クトクラブの皆様ようこそ。
・・・・・・・守屋 実会員
○交換留学生、西高のみな様、大宮中央ＲＣへようこそ。
守屋会員、星沢会員、1 日お疲れ様でした。良い思い出
が出来たと思います。
・・・・・・・・・・入江信仁会員
○大宮シティＲＣ、恵川様、蓜島様、鈴木様ようこそ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・町田宏遠会員
○金さん、呉さん、韓国からようこそ。西高インターアク
トの皆様、顧問の中島先生、高田先生ようこそ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・松山哲則会員
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○お客様ようこそ！宮崎さんよろしくお願いします！
泉さんロータリーの友の棚入れ有難うございました！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小沼岳司会員
○アニョハセヨ！チョヌン ヒグチ。
チョンベッキスムニダ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・樋口領治会員
○恵川さん他シティ創立 20 周年おめでとうございます。
大宮西高インターアクトクラブのメンバーの方々、今日
はご苦労様です。
宮﨑さん再入会おめでとうございます。
これからよろしくお願いします。
・・・・・林 正憲会員
○宮﨑さん、お帰りなさいませ。またよろしくお願いいた
します。
・・・・・・・・・・・・・・・・石川力哉会員
○電車の中に喪服一式、ハンガーケースを忘れてしまいま
した。小金井駅で発見されました。宅急便で届けて下さ
るとのこと。有難いことです。届け出と受取り手続きで
半日かかりました。
・・・・・・・・・・・見富清一会員
○先週はＢ型インフルエンザにかかってしまい、一週間休
んでしまいました。回復しましたので、また、よろしく
お願いします。
・・・・・・・・・・・・・斉藤健一会員
○大雪とさむさ、いままでにない天気に不安を感じます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・須永茂男会員
○宮﨑さんようこそ。ご活躍ください。インターアクトの
皆さんようこそ。大宮シティ 20 周年よろしくお願いし
ます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・久世晴雅会員
○大宮シティ恵川様、鈴木様、蓜島様、20 周年おめでと
うございます。宮﨑さんようこそ。大宮西高、韓国の皆
さんようこそ。
・・・・・・・・・・・・・徳永誠三会員
○大宮シティ恵川様、鈴木様、蓜島様、20 周年おめでと
うございます。インターアクトの皆さんようこそ。宮﨑
さんまたよろしくです。
・・・・・・・・・勝野由行会員
○宮﨑信義さん、お帰りなさい！共にロータリーを楽しん
でゆきましょう。
・・・・・・・・・・・・佐野 巖会員
○先週、生まれてはじめてインフルエンザＢ型デビューさ
せていただきました。
・・・・・・・・・ 山田善信会員
○連日寒い日が続きますが、風邪など引かぬ様、気を付け
てください。
・・・・・・・・・・・・・・坂庭広樹会員
○皆様、甚だ勝手な申し出ですいません。7 月以降も是非
誘って下さい。
・・・・・・・・・・・・南 慎一郎会員
○大宮シティの皆さんようこそ。創立 20 周年の成功をお
祝いします。宮﨑さん入会おめでとう。
・・酒井正次会員
○宮﨑さん、だいぶ冬眠が長かったですね。再入会お待ち
しておりました。
・・・・・・・・・・・・岩渕孝男会員
○宮﨑さん、お帰り。これからもよろしく。
・泉 英明会員
○大勢のお客様ようこそ！宮﨑さん、入会おめでとうござ
います。
・・・・・・・・・・・・・・・・川嵜彦一会員
○宮﨑さん、入会おめでとうございます。お待ちしてまし
た。歓迎いたします。訪日団の皆様、大宮西高の皆さま、
ようこそ。
・・・・・・・・・・・・・・・星野時夫会員
○先日のマイナス9.6度で空き部屋の給湯器が5つやられ
ました。早く暖かくなってほしい。
・・・・御畑博司会員

本日のスマイル合計：
３９,０００円
本年度スマイル累計：１,０６７,０００円

会 長 ： 坂 仁視

副会長 ： 酒井正次

幹 事 ： 入江信仁
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