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初例会
坂 仁視 会長

酒井正次副会長
第３ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 柴田 覚 様（大宮南 RC 所属）
第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ幹事 佐藤 誠 様
大宮ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
会長 江本尚浩 様、幹事 齋藤守毅 様
大宮南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
会長 清水良朗 様、幹事 福光辰洋 様
大宮ｼﾃｨﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
会長 蓮見直彦 様、幹事 川田祐弘 様
さいたま大空ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
会長 ﾏﾍｰｼﾀﾞｻﾅｰﾔｶ 様、幹事 倉金由幸 様
特別代表 恵川一成 様（大宮ｼﾃｨ RC 所属）
第 4 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 清水恒信 様（大宮西
ｼﾙﾊﾞｰﾘﾝｸﾞの引き渡し、
バッジ交換、花束贈呈、
テーマ旗引き渡しが行わ
れました。

第 32 代会長を務めさせ
て頂きます、坂仁視でご
ざいます。どうぞ宜しく
お願い致します。私が会長
指名を受けたのが 1 年半位
前で、その頃はまだ 1 年半
あるという思いでありまし
たし、半年位前の役員会を
やっている際も、段取り 8
分準備すれば何とかなるさと浮かれた気分でおったん
でございますが、先週、昨日、今日の午前中と入江幹事
や小沼 SAA、事務局の才間さん、その他会員の皆様に慌
ただしい思いをさせてしまいまして、今日の日を迎えさ
せて頂きました。
（中略）本年は会員総数 60 名を目指そ
うと思います。また純増の半分は女性会員にしたいと思
います。35 周年、40 周年にむけて、クラブを見詰め直
ししっかりとした運営の方針をたてる年にしたいと思
いますので、宜しくご協力の程、お願い致します。

第３ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 柴田 覚 様
1 年間宜しくお願い
申しあげます。まず
は、南直前会長、深
田前幹事には、今年
素晴らしい成績をあ
げて頂きまして、ま
た坂会長には、これ
を上回る報告を頂きましたので、私は非常に安心してお
ります。来年は第 3 グループより中川ガバナー、そして
熊木さんがガバナー補佐です。この一年、素晴らしい形
で熊木さんにバトンタッチ出来るように頑張りたいと
思います。
（以下、本年度ＲＩテーマ、目標、地区運営
方針、第 3 グループとしてのお願いなどについてお話を
頂きました。
）

第 4 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 清水恒信 様
柴田ガバナー補佐より素晴らしいお話
があったので、本日は、何故、私がロ
ータリーの事を一生懸命やっているん
だろう、何故、ここに 32 回も毎年出
席しているんだろうという事だけお話
をさせて頂きます。
（以下略）

会長テーマ 「クラブを見詰め直そう」

以下、第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ各ｸﾗﾌﾞ会長の皆様より、ご挨拶を頂き
ました。
大宮ＲＣ
江本会長
齋藤幹事

家の中が明るくなりま
これからディズニー

スミス様 ジェネッサ写真嫌
いと言っていましたが、今日
ったです。彼女はスペイン語

大宮シティＲＣ
蓮見会長
川田幹事

大宮南ＲＣ
清水会長
福光幹事

林会員 学校の弁当を
作るのに卵焼き大嫌い。
べたくない物だとすぐ
お腹一杯。でもその後に、

さいたま大空 RC
特別代表 恵川一成様
坂会長より記念品贈呈

入江信仁幹事
・本日、理事会にて大宮中央 RC14 項
目の承認を致しました。
・ＲＬＩセミナーの出席会員は会長の
推薦により、後日お知らせ致します。

勝野由行委員長
会員総数 ：５３名
出席対象者：５１名
出席者数 ：４３名
出席率
：８４.31％

ェルパーティ開催。

さいたま大空ＲＣ ﾏﾍｰｼﾀﾞｻﾅｰﾔｶ会長、倉金幹事
恵川特別代表
前年度 6 月入会の２名の入会式

紹介者より新会員の紹介後、南直前会長より入会認証書
の授与

柴田ガバナー補佐よりバッジを付けて頂きました。
←大島勝利会員
MS 埼玉(株)
篠井 仁会員→
JTB 関東
法人営業部

（順不同）
小沼 SAA
○坂会長、入江幹事、初例会おめでと
うございます。1 年間宜しくお願い
申し上げます。
第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐柴田 覚様、
第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ幹事 佐藤 誠様
○本日は第一例会、おめでとうござい
ます。
・・大宮ＲＣ会長 江本尚浩様、幹事 齋藤守毅様
○本日は初例会、おめでとうございます。
・・・大宮南ＲＣ会長 清水良朗様、幹事 福光辰洋様
○坂会長、入江幹事、2017-18 年度宜しくお願いし
ます。大宮ｼﾃｨＲＣ会長 蓮見直彦様、幹事 川田祐弘様
○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。
さいたま大空ＲＣ特別代表 恵川一成 様（大宮ｼﾃｨＲＣ）
○初例会おめでとうございます。一年間よろしくお願い
します。
・・・さいたま大空ＲＣ会長ﾏﾍｰｼﾀﾞｻﾅｰﾔｶ様、
幹事 倉金由幸 様
○大宮中央ロータリークラブの会員の皆様、一年間よろ
しくお願いします。
・・・・・・・・・・坂 仁視会長
○柴田ガバナー補佐、佐藤ｸﾞﾙｰﾌﾟ幹事、第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ各
クラブの会長・幹事の皆様、本日はありがとうござい
ました。
・・・・・・・・・・・・・・・坂 仁視会長
○清水恒信第 4 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、今年も初例会の登
録ありがとうございました。
・・・・・・坂 仁視会長
○いよいよ坂年度の出航です。無事帰港するまで一年間
よろしくお願いします。又、本日はお客様、会員の皆
様ありがとうございました。
・・・・・入江信仁幹事
○坂会長、入江幹事の新体制でのスタートおめでとう
ございます。
・・・・・・・・・・・齊藤健一会員

会長テーマ 「クラブを見詰め直そう」

○新年度、又、頑張り出席します。
・・・・柴田 功会員
○坂会長、入江幹事、初例会おめでとうございます。
松山哲則会員、村田拓郎会員、小川一徳会員、堀越
太志会員、吉澤信一会員、御畑博司会員、東山 大
会員、切敷健一会員、川㟢彦一会員、樋口領治会員、
石井秀幸会員、林 正憲会員、勝野由行会員、氏家
哲男会員、町田宏遠会員、徳永誠三会員
○坂会長、入江幹事おめでとうございます。一年間宜し
くお願い致します。
・・・・・・・・・山本英一会員、
星沢義隆会員、佐口盛人会員、見富清一会員
○坂会長、入江幹事、１年間宜しくお願いします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・深田将由会員
○おめでとうございます。
・・・・・・・柏木英太会員
○坂会長、入江幹事、初例会おめでとうございます。1
年間頑張って下さい。
・南 慎一郎会員、山田善信会員
○坂会長年度の船出です。新しく入会された大島さん、
篠井さん、本当におめでとうございます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐野 巖会員
○今年も 1 年よろしくお願いします。坂さん、入江さ
ん、がんばって下さい。
・・・・・・・鈴木真琴会員
○坂会長、初例会おめでとうございます。小沼岳司会員
○坂丸船出お目出とう。大島さん、篠井さん入会お目出
とう。
・・・・・・・・・・・・・・・・泉 英明会員
○坂年度、本日スタートしました。皆さんで盛り上げま
しょう。
・・・・・・・・・・・・・・星野時夫会員
○坂年度の門出を祝って。お客様、初例会にようこそ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・岩渕孝男会員
○坂年度スタートおめでとう。
・・・・・・守屋 実会員
○祝、坂年度・・・・・阿由葉晃市会員、酒井正次会員
○坂年度の出発を祝って。
・・・・・・・石川力哉会員
○坂会長、入江幹事、1 年よろしくお願いします。誕生
祝ありがとうございます。
・・・・・・熊木広光会員
○坂さん頑張って下さい！私も今年 7 月で還暦になり
ます。
・・・・・・・・・・・・・・・吉澤俊一会員
○坂会長、入江幹事、今日より一年間よろしくお願いい
たします。お祝いありがとうございます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・川西英章会員
○大島さん、篠井さん、ご入会おめでとうございます。
一緒に頑張りましょう。本年度、坂年度、頑張ります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・倉持正徳会員
○大島さん、新入会おめでとう。
・・・阿由葉晃市会員
○27 年ぶりの大宮勤務です。宜しくお願いします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・大島勝利会員
〇後任の篠井と申します。今後とも宜しくお願いします。
・・・・・・・・・・・・・篠井 仁会員
○後任の篠井仁をよろしくお願いいたします。
・・・・・・・・・・・・木下 恵元会員

司会：御畑親睦委員長
坂会長のご厚意で、箱根湯本の芸者
さんバンドをお迎えして、盛大に行わ
れました。

えっし

本日のスマイル合計： １２８,０００円
本年度スマイル累計： １２８,０００円
本日の司会：守屋パスト会長

会長テーマ 「クラブを見詰め直そう」

乾杯：南直前会長

中締め：
星野ｸﾗﾌﾞ
研修ﾘｰﾀﾞｰ

終了後、
「千景」にて、二次会を
行いました。
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