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2019 年 1 月 29 日（火）第 1582 回
ＩＭ準備、社会奉仕委員会担当：
「交通安全教室について」
坂直前会長
さいたま欅ロータリークラブ
会長 本多正和 様、幹事 柳川一嘉 様
堀越会員令夫人
次年度青少年交換派遣学生 堀越千陽 様、山田萌永 様

さいたま欅ロータリークラブ 会長 本多正和 様

入江会長
先日は私の父の葬儀に、遠いところ、
また寒い中、多くの会員の皆様にご
会葬頂き、本当に有難うございまし
た。そんな中、大阪なおみ選手が全
豪オープンで初優勝という事で日本
は湧いていたようですが、優勝賞金
がなんと３億１千万円で、若干 20 歳にして獲得賞金が
10 億円を超えてるという事で、10 年間このままのペー
スでいくと 200 億円になるという、物凄い選手が現れた
もんだなと思います。お金の話ばかりですが、テニスっ
ていうのは賞金が高いんですね。また、本日はさいたま
欅ロータリークラブの会長、幹事様、お越し頂き有難う
ございます。
15 周年記念、
必ず参加させて頂きますので、
宜しくお願いいたします。
→青少年交換留学生ソフィアさんに
2 月分のお小遣い授与

←八上会員へ
ＲＬＩセミナ
ー修了証授与

↓次年度地区役員へ委嘱書の授与
諮問委員会：久世晴雅会員
職業奉仕委員：佐野巖会員
管理運営部門委員長：熊木広光会員
→切敷会員へ快気祝い授与

大宮中央ロータリークラブ様におかれましては、入江会
長、星沢幹事を中心に素晴らしいご活躍をされている事
と思います。また、先日、入江会長のお父様が亡くなら
れたという事で心よりご冥福をお祈り申し上げます。
さて、私共、さいたま欅ロータリークラブも無事に 15 周
年を迎える運びとなりました。本日はキャラバン隊とい
う事で、お邪魔させて頂いております。日程は来週の 6
日の水曜日でございます。大宮中央様からも多くのご出
席予約を頂いております。この場をお借りしまして御礼
を申し上げます。記念講演は中島常幸先生で、無料とな
っております。人数の把握をしておらず、収容人数に限
りがあるので、ご迷惑をおかけするかもしれませんが、
立ち見が出るくらいの方が盛り上がると思いますので、
ご容赦願います。会員数 26 名から始まり、現在 30 名に
なりました。益々発展するように頑張りますので、今後
共宜しくお願い申し上げます。

堀越千陽 様
この度はありがとうござい
ます。派遣国はフィンラン
ドになりました。現在はフ
ィンランド語の自己紹介の
練習と歌が好きなので、フ
ィンランド民謡の練習をし
ています。今年の夏から 1 年間頑張ってきますので、サ
ポート宜しくお願い致します。
（以下、令夫人と堀越会
員より一言ずつご挨拶を頂きました）

。
クラブテーマ 「クラブは一人の為に
一人はクラブの為に」

山田萌永 様
この度はこのような機会を頂き、本当
に有難うございます。派遣国はチェコ
スロバキアに決まりました。チェコ
スロバキアという国は日本であまり
知られていなくて、ガイドブックも
少ないと聞いているので、私が行って
文化をしっかり学んで、沢山の方に広めていきたいなと
思っております。宜しくお願い致します。

星沢幹事
・クラブ活性化動画の USB が地区から届いております。
内容は、マイロータリー登録方法のご案内、ロータリ
ークラブセントラルの活用について。
・クリスマス例会の登録料の返金がありますので、お受
け取り下さい。

山田ゴルフ同好会副会長
入江年度第２回ゴルフコンペ 4 月３日(水)大宮ゴルフコ
ースにて開催予定です。改めてご案内を出しますので、
是非ご参加をお願いいたします。
岩渕ＩＭ実行副委員長、星沢ＩＭ実行委員より、当日の
スケジュール、役割分担について説明と熊木ガバナー補
佐よりご挨拶とお願いがありました。

堀越社会奉仕委員長
今年度の社会奉
仕の大きな事業
として、交通事
故の撲滅という
事で、入江会長
の思いを汲みま
して、交通安全教室用具の
寄付をいたします。
（以下、内容説明）

須永会員
会 員 総 数：５４名
出席対象者：４８名
出 席 者 数：３０名
出 席 率：６２.50％
（順不同）八上会員
○本日はさいたま欅ＲＣ15 周年のキャラバンとして伺い
ました。是非とも宜しくお願い致します。
さいたま欅ロータリークラブ 会長 本多正和 様
幹事 柳川一嘉 様
○ＩＭ打合せ、よろしくお願いします。
第３グループガバナー補佐 熊木広光 様

○ごぶさたしております。2/14ＩＭをもりあげましょう！
第３グループ幹事 小沼岳司 様
○2 月 14 日のＩＭ、熊木ガバナー補佐に輝いていただく
ために、皆さん方のサポートを宜しくお願いします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岩渕孝男会員
○皆様、ＩＭのご協力を宜しくお願い致します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・星沢義隆会員
○2 月 14 日の本年度のＩＭを全員で大成功させて、良き
スタートを切ってゆきましょう。
・・・・・・佐野 巖会員
○本日は家族で参加させて頂き、ありがとうございます。
長女 千陽(ちはる)の派遣留学につきまして、ご支援ご協
力ありがとうございました。
・・・・・・・堀越太志会員
○この度は青少年交換事業で娘がお世話になります。どう
ぞ、よろしくお願い申し上げます。
・・・・山田善信会員
○堀越さん母娘様、山田さんのお嬢様ようこそ！稔りある
留学へ向けてしっかり準備して下さい。
・・樋口領治会員
○堀越さん、山田さん、留学先が決まりよかったです。準備
がんばって下さい。
・・・・・・・・・・・坂 仁視会員
○多くのお客様ようこそ。
・・・・・・・・・坂 仁視会員
○欅ＲＣ本多会長、柳川幹事ようこそ！・・・守屋 実会員
○さいたま欅ＲＣ 本多会長、柳川幹事ようこそおいで下さ
いました。
・・・・・・・・・・・・・・・藤堂哲志会員
○お客様ようこそ.・・・・・・・・・・・・・深田将由会員
○入会歴の浅いロータリアンの研究会に参加しました。皆
さんの熱心さに、入会８年目のノミニーとして被推薦者
として、これで良いのかとあらためて勉強させられまし
た。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・見富清一会員
○堀越委員長ありがとうございました。
・・・小川一徳会員
○本日、出所しました。
・・・・・・・・・・切敷健一会員
○岩渕ＩＭ実行委員長と堀越社会奉仕委員長ご苦労様です。
切敷さん退院おめでとう。
・・・・・・・・勝野由行会員
○切敷さん退院おめでとう。
・・・・・・・・石川力哉会員
○切敷さん退院おめでとう。××は控え目に！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・町田宏遠会員
○風邪やインフル、流行っていますね。皆様、ご自愛下さい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・八上俊樹会員
○寒波にインフルの猛威…油断できない冬です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・松山哲則会員
○寒いですね。カゼをひかないように頑張りましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・雨海賢一会員
○あしたもガンバロウ。
・・・・・・・・・・・泉 英明会員
○10 年振りにガレージの掃除をしました。広くなった気が
します。
・・・・・・・・・・・・・・・・鈴木真琴会員
○4 月 1 日から埼玉弁護士会の会長に就任致します。宜し
くお願い致します。
・・・・・・・・・・・吉澤俊一会員

本日のスマイル合計：
３４，０００円
本年度スマイル累計： ６８４，０００円
スマイル報告：
八上会員

本日の司会：
小川会員
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