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2018 年 4 月 3 日(火)第 1549 回 理事会報告、誕生・結婚祝い、ロータリーの友の話、入会式
坂 会長
本新年度が始まって、街中は盛
り上がっておりまして、特に駅
前は歓送迎会で毎晩人が賑わっ
ております。私共のクラブも今
日、雨海さんが新入会という事
で、後程、入会式を行います。
ずっとペットボトルキャップの回収を品川会員にお願
いしておったんですが、そろそろ交代して欲しいと要望
があり、何とかあと 1 年は引き受けて頂けることになり
ました。皆様から回収したものを、一旦、品川会員の施
設の地下スペースに保管して、100 キロ程度たまったら
業者に回収に来てもらっています。どなたか、ためてお
けるスペースがある方は、ご検討をお願い致します。先
週、さいたま欅 RC の方へ、吉澤会員が出向かれまして、
素晴らしい卓話をされて来ました。5/15 に我がクラブ
でも吉澤会員に卓話をお願いしましたので、宜しくお願
い致します。先週 30 日に満開の桜の下でクラブのゴル
フコンペを開催させて頂きました。
「ロータリーの友」4
月号に昨年、私共が地区補助金 2,000 ドルを使いまして、
カンボジアの山本日本語学校へご支援をした際の記事
が載っております。クラブから 8 名参加となっておりま
すが、実際は 9 名の参加でした。また、30 ページのパ
ズルロータリーというところに、1 月号回答当選者、見
富清一と書いてあります。見富会員おめでとうございま
す！（以下、
「ロータリーの友」4 月号の記事紹介）

米山功労者：吉澤会員→

←岩渕 R 財団委員長より発表
ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ：堀越会員、見富会員
ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ功労者：M2 小沼会員、M4 熊木会員、M5 勝野会員、
星野会員、M8 岩渕会員、泉会員
ﾒｼﾞｬｰﾄﾞﾅｰ（10,000 ドル達成）
：1 泉会員
ﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰ：柴田会員、坂会長

入江幹事
・4 月、
5 月､6 月の例会スケジュールが承認されました。
・4/24 例会卓話：すなおクリニック精神科医 内田医院
長。無呼吸症候群、睡眠について。お話を聞きたいご
夫人がいらっしゃいましたら、是非お誘い下さい。
・米山梅吉記念館への寄付 100 円×会員数 56 名分を
スマイルより捻出します。
・4/13 2008-19 年度 地区研修・協議会、関係者の方は
ご出席をお願い致します。
雨海賢一会員(紹介者：坂会長)

堀越社会奉仕委員長 ペットボトルキャ
ップ回収報告です。当クラブは 6 か月分
で 220 キロ。キロ当たり 10 円換算で 2200
円分。ワクチン 1 人頭 70 円換算で 31.5
人分のポリオワクチンが寄付出来たという
事です。残り 3 か月、より多くの子供たちを救える様に
ご協力をお願い致します。
御畑親睦委員長 第 2 回目の家族例会を企画しまして、
今日、理事会で承認を頂きました。ご案内は明日お送り
します。5/26（土）
「八景島シーパラダイスと横浜工業
地帯夜景クルーズ」大宮駅シーノ前 12:30 出発、帰りは
大宮着 22:00 の予定です。お子様もご参加し易い内容で
す。奮ってご参加をお願い致します。

会長テーマ 「クラブを見詰め直そう」

松山次年度親睦副委員長 ご案内しております次年
度会員旅行 10/19(金)～21(日)徳之島ですが、初日は羽
田から鹿児島で乗り換えて徳之島、
2 日目は徳之島観光、
闘牛見学、釣船もチャーターしておりますのでご希望の
方はお申し出下さい。3 日目は鹿児島経由で羽田に戻る
日程になっております。便が少なく非常に制限がありま
したので、早めにという事で 50 名分予約を確保してお
ります。4/16 までに回答をお願いします。ご家族お誘
い合わせの上、奮ってご参加下さい。
山田ゴルフ同好会副会長 桜満開の中、
１７名のご参加を頂き、有難うございま
した。結果発表です。優勝：熊木会員、
2 位：坂庭会員、3 位：林会員、9 位(会
長賞)：樋口会員、ﾍﾞｽﾄｸﾞﾛｽ賞：ｽｺｱ 87
川西会員、ﾌﾞｰﾋﾞｰ賞：坂会長、ドラコン
賞：才間さん、守屋会員、倉持会員、坂庭会員、ニアピ
ン賞：倉持会員、坂会長、川西会員。最後のコンペは 6
月頃の予定ですので、またご参加宜しくお願い致します。
勝野出席委員長
会 員 総 数： ５５名 出席対象者： ４９名
出 席 者 数： ３２名 出 席 率： ６５.31％
前々例会修正出席率：８９.80％
（順不同）
小沼ＳＡＡ
○本日から入会いたします。税理士の雨海でございます。
末永くよろしくお願い申し上げます。
・雨海賢一会員
○雨海様、入会おめでとうございます。奉仕、親睦での
ご活躍をご期待いたします。
・・・・・ 坂 仁視会長
○ゴルフコンペ参加の皆様おつかれ様でした。満開のお
花見ありがとうございました。
・・・・坂 仁視会長
○財団、米山へのご協力ありがとうございました。目標
額は達成いたしました。
・・・・・・・坂 仁視会長
○雨海さんようこそ。今後ともよろしくお願いいたしま
す。
・・・・・・・・・・・・・・・・ 石川力哉会員
○雨海さん入会おめでとう。岩渕さんお世話様でした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 町田宏遠会員
○雨海さん、ようこそ！・・・・・・・阿由葉晃市会員
○雨海さん入会おめでとうございます。仲良くやりまし
ょう。岩渕さん 1 日お世話になりました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・徳永誠三会員
○雨海様入会おめでとうございます。中央 RC の方々は
みんなやさしい方ばっかりです。早く仲良くなりロー
タリーを楽しみましょう。
・・・・・・林 正憲会員
○雨海賢一さん入会お目出とう。若い戦力として期待し
ています。楽しくロータリー活動をお願いします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・品川喜久郎会員
○雨海さん入会おめでとうございます。一緒に奉仕活動
やっていきましょう。
・・・・・・・・岩渕孝男会員
○雨海さん入会おめでとう。楽しくやりましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・泉 英明会員
○雨海さん入会おめでとうございます。仲よくやりまし
ょう。
・・・・・・・・・・・・・・・切敷健一会員
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○雨海様、入会おめでとうございます。
・・・・・柴田 功会員、松山哲則会員、熊木広光会員、
小沼岳司会員、星沢義隆会員
○雨海さん、ようこそ大宮中央ＲＣへ。どうぞよろしく
お願いします。
・・・・・・・・・・・南 慎一郎会員
○雨海さん入会おめでとうございます。私も西区のはず
れです。宜しくお願いします。岩渕さん 1 日はお世
話になりました。
・・・・・・・・・・勝野由行会員
○雨海さんよろしくお願いします。
・・・・堀越太志会員、山本英一会員、小川一徳会員
○雨海様、入会式おめでとうございます。本日より宜し
くお願いします。
・・・・・・・・・・斉藤健一会員
○雨海様ようこそ！ゴルフお疲れ様でした。楽しかった
です。
・・・・・・・・・・・・・・・坂庭広樹会員
○先日は第 3 回坂年度ゴルフコンペたくさんのご参加
ありがとうございました。
・・・・・・ 山田善信会員
○先週一週間でゴルフのにぎりで、126,000 負けまし
た。ゴルフがうまくなりたい。そしてにぎりで勝ちた
い。
・・・・・・・・・・・・・・・・ 入江信仁会員
○皆様、おつかれ様です。
・・・・・・・ 柏木英太会員
○結婚記念日をいただきます。4 月 16 日。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・守屋 実会員
○今月 19 日でシックスナインになります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・御畑博司会員
○結婚祝いいただきます。52 年目です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・久世晴雅会員
○行田の客先に行き、昼休みに外に出たら、空高く雲雀
が鳴いていました。春ですね。
・・・・・東山 大会員
○4/1 から南銀、北銀、西口が暴力団排除特別強化地
域に指定されました。みかじめ料等支払うと懲役にな
ります！気を付けよう！・・・・・・・吉澤俊一会員
○断捨離を始めて、タンスからクリーニング済のＹシャ
ツを出して驚きました。白いはずの襟、袖の全てが黄
色くなっているのです。今シーズンの草取り作業服で
使い切ります。
・・・・・・・・・・・見富清一会員
本日のスマイル合計：
５７,０００円
本年度スマイル累計：１,３１９,０００円

出席報告：勝野会員、スマイル報告：小沼 SAA、
本日の司会：山田会員

緑の羽根募金：本日の集計８,１５０円
ご協力有難うございました。
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