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2018 年 6 月 26 日→28 日(木)に振替
第 1559 回 坂年度最終例会
坂 会長
第３グループガバナー補佐 柴田 覚 様
大宮西高ＩＡ顧問教師 中島克子 様
アナスターシアのホストファミリー 宮本 綾
青少年交換派遣学生 宮本杏渚さん
令夫人 雨海民子 様、入江浩美 様、坂ひと美
坂庭里江 様、品川文江 様、鈴木祥子
徳永富子 様、吉澤貴世 様、吉田照代

様
様、
様、
様

坂 会長
自分勝手なようですが、終わ
り良ければすべて良しという
事で今日こうして沢山のお客
様にご列席頂きましたので、
立派な例会が出来て、今年一
年役職としてそれほどの事も
出来ませんでしたし、クラブとしての実績も上
げられませんでしたが、個人的には気持ちの良
い時間を迎えております。入江さんには幹事と
会長エレクトと大変お忙しい中、ご協力を頂き
まして、本当に有難うございました。会長にな
って大変良い思いをさせて頂きました。カンボ
ジア支援、子供食堂支援などの時には、皆様に
盛り上げて頂き、多分私もこれで最後かと思っ
た世界大会に行って参りましたし、南安養ＲＣ
の例会に会長として出席して良い接待をして頂
いたり、今まで
出来ない経験を
させて頂きまし
た。本当に感謝
しております。
一年間皆様のご
協力有難うござ
いました。
柴田 覚 様（大宮南 RC 所属） 坂会長、入江幹事、
一年間お疲れ様でございました。会員の皆様に
は、第３グループの活動にご協力頂き、大変感
謝申し上げます。今年は第３グループは周年行
事が３クラブありまして、忙しい年でありまし
た。次年度はこの第３グループから中川ガバナ
ーを輩出することになり、大宮中央さんからは

熊木ガバナー補佐という事でグループをまとめ
られます。今一番会員数が多いのが第一グルー
プでやっと背中が見えてきましたので、熊木さ
んの時に是非、追い抜いて頂きたいと思ってお
ります。最後に大宮中央ＲＣの益々のご発展と
会員の皆様のご健康とご多幸をお祈り致しまし
て、一年間の御礼とさせて頂きます。

坂会長より記念品、熊木ガバナー補佐エレクト
より一言ご挨拶とお花の贈呈
大宮西高の中島先生へお花
と高校生韓国派遣費用２名
分を贈呈

宮本綾様へホームステ
イの謝礼とお花、宮本
杏渚さんへ記念品贈呈

を
・次年度（入江年度）初

青少年交換留学生アナスターシアさんへ記念品、米山
記念奨学生グェンダン･アンさんにお土産の贈呈

入江幹事
坂会長、理事役員の皆様本当にお疲
れ様でございました。不甲斐ない幹
事でしたが、一年間で心に残った事

会長テーマ 「クラブを見詰め直そう」

を三つ挙げさせてもらいます。年次寄付を一般
会計から半分出せたという事です。二つ目は家
族例会で初めて歌舞伎を見に行った時、こんな
世界があるのかと思いました。三つ目は花咲徳
栄高校の岩井監督の例会でみなさんがシーンと
なって話に聞き入っていて、これがロータリー
の例会なんだろうな
と感じました。一年
間本当に有難うござ
いました。また来年
も宜しくお願い致し
ます。幹事より事務
局へお礼と事務局から
幹事夫人へお花の贈呈

坂会長
【地区出向者４名】久世諮問委員、星野ロータリ
ーの友地区代表委員、熊木クラブ活性化委員長、
星沢ＲＹＬＡ委員。代表で星沢委員挨拶。

【特別功労者】徳永会員、品川会員（83 歳）

会長より、あと５年は頑張るそうなので、皆様
で米寿のお祝いが出来ると思います。
南直前会長
仕事の都合で千葉ロータ
リークラブに移籍する事
になりました。非常に勉
強させて頂き、素晴らし
い先輩や仲間たちと楽し
い時間を過ごさせて頂き
ました。あと５年は頑張
るという大先輩のお言葉
と熊木さんがガバナーになる時はご支援をさせ
て頂きたいと思います。出来るだけ早い時期に
大宮中央に戻ってきて、また皆様とご一緒させ
て頂きたいと思いますので、その節は宜しくお
願い致します。本当に有難うございました。
勝野委員長
会員総数：５６名 出席対象者：５１名
出席者数：３９名 出 席 率：７６.47％
前々例会修正出席率：１００％（移動例会の為）

【理事役員１５名】入江幹事兼会長エレクト、
南直前会長、酒井副会長、星沢会計、小沼 SAA、
星野クラブ研修リーダー、山田職業奉仕委員
長、堀越社会奉仕委員長、東山青少年奉仕委
員長、泉国際奉仕委員長、佐野クラブ奉仕委
員長、熊木プログラム委員長、岩渕財団委員
長、深田米山記念奨学委員長、町田監査

【年度功労者６名】須永会員、泉会員、堀越
会員、東山会員、御畑会員、事務局

（順不同）齊藤会員
○坂会長、入江幹事、一年間ご苦労様でした。
また、大宮中央ロータリークラブの皆様には第
３グループの活動にご理解とご支援ご協力を頂
き感謝申し上げます。
・・・・・第３グループガバナー補佐 柴田 覚 様
○会員の皆様、一年間ありがとうございました。
・・・・・・・・・・・・・・・坂 仁視会長
○坂会長、一年間ありがとうございました。坂
会長の思いを引き継ぎます。・・ 入江信仁幹事
○坂会長、お疲れ様でした！ ・・鈴木克典会員
○坂年度最終例会、一年間ご苦労様でした。
・・・・・・・・・・・・・・・久世晴雅会員
○坂会長、入江幹事、最終例会おめでとうござ
います。一年間お疲れ様でございました。
・・・・・・・・・・・・・・ 山田善信会員
○坂会長、入江幹事、理事役員の皆さんお疲
れさまでした！・ 堀越太志会員、鈴木真琴会員
○坂会長、入江幹事、一年間ご苦労様でした。
・・・・・・・・・・・・・・・川西英章会員
○坂会長を始め、役員の皆様一年間お疲れ様で
した。・・・・・・・・・・・・ 川㟢彦一会員
○坂会長、一年間ご苦労様です。・・柴田 功会員

○坂年度最終例会、一年間ご苦労様です。
・・・・・・・・・・・・・・ 酒井正次会員
○坂さん、一年間御苦労様でした。
・・・・・・・・・・・・・・ 吉澤俊一会員
○坂年度、一年間ご苦労様でした。
・・・・・・・・氏家哲男会員、切敷健一会員
○坂会長、一年間ご苦労様でした。
・ 勝野由行会員、徳永誠三会員、熊木広光会員
○坂会長、おつかれ様でした。
・・・・・・・小沼岳司会員、伊藤龍之心会員
○坂会長、御苦労さま。
・・・・ 阿由葉晃市会員
○坂会長、入江幹事、一年間ありがとうござい
ました。・・・・・ 小川一徳会員、柏木英太会員
○坂会長、入江幹事、一年間お疲れ様でした。
・御畑博司会員、松山哲則会員、南 慎一郎会員
○坂会長、入江幹事、大変おつかれ様でした。
ありがとうございました！ ・・山本英一会員
○坂会長、一年間ご苦労様。これからも頑張っ
て！・・・・・・・・・・・・ 町田宏遠会員
○坂会長、入江幹事、一年間ご苦労様でした。
今夜は盛大に飲んで下さい。・・星沢義隆会員
○坂会長、一年間お疲れ様でした。皆さん今夜
は早く帰ってサッカーを見ましょう。
・・・・・・・・・・・・・・ 石川力哉会員
○皆様、７年間ほんとうにお世話になり、あり
がとうございました。・・・・ 南 慎一郎会員
○坂会長、一年間おつかれ様でした。大宮中央
クラブにとってステップアップできた一年だ
ったと思います。次年度入江年度も更に活性
化したクラブめざして頑張りましょう。
・・・・・・・・・・・・・・ 星野時夫会員
○本日、常日頃苦労をかけている妻と久し振り
に一緒に食事することがおかげさまで出来まし
た。有難うございました。・・・雨海賢一会員
○坂会長、一年間ご苦労様でした。次年度はま
た違う形で頑張って下さい。・・岩渕孝男会員
○坂会長、一年間お疲れ様でした。入江幹事お
疲れ様でした。来期もよろしくお願いします。
・・・・・・・・・・・・・・ 坂庭広樹会員
○坂会長始め、役員の皆さん一年間御苦労様で
した。お陰でロータリーライフをエンジョイ
しました。
・・・・・・・・・品川喜久郎会員
○坂会長、入江幹事、本日無事最終例会を迎え
られた事、一年間本当におつかれ様でした。
クラブの更なる発展に頑張ってゆきましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・佐野 巖会員
○坂丸の帰港を祝して！先日 NHK の名字の番組
（古館一郎）で埼玉の松山哲則さんと紹介があ
りましたが、皆さん気付きましたか？有名人
になりましたネ！・・・・・・樋口領治会員
○長く欠席しました。元気になりつつ有ります。
・・・・・・・・・・・・・・吉田高法会員
本日のスマイル合計：
５３,０００円
本年度スマイル累計：１,６４４,０００円

司会：御畑親睦委員長 乾杯：南直前

↑アトラクション（とむやむくんによる変面とマジック）

中締め：酒井副会長

会長、幹事の胴上げで最終例会を締め括りました。その後、二次会は「カサビーノ」にてカラオケ盛り上がり、
無事に坂年度を終了しました。一年間お疲れ様でした！
事務局 ：さいたま市大宮区宮町 2-147 大宮 KSA ビル 403
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