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切敷副会長

国際ロータリー第2770地区 

第3グループガバナー補佐 熊木広光 様 

第3グループ幹事 小沼岳司 様 

大宮ロータリークラブ 

会長 徳山義行 様、幹事 三浦 守 様 

大宮南ロータリークラブ 

会長 小平啓介 様、幹事 羽田しげみ 様 

大宮シティロータリークラブ 

会長 井上 悟 様、幹事 戸辺一郎 様 

さいたま大空ロータリークラブ 

会長 シュレスタ・ラジャン・クマル 様、幹事 魏 錦 様 

星野副会長

諮問委員 久世晴雅会員、第３グループ 

ガバナー補佐 熊木広光会員、地区のあ 

ゆみⅢ編集委員 星野時夫会員、資金推 

進委員 佐野 巖会員、補助金・VTT委員 

坂 仁視、地区副幹事 樋口領治会員、 

地区副幹事 深田将由会員 

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。

入江会長

大いなる歴史と文化を誇る大宮 

中央ロータリークラブ第３３代 

会長を仰せつかりました入江で 

ございます。そして、クラブ幹事 

をやって頂きます星沢さんです。 

若い二人ですが頑張りますので、 

宜しくお願い致します。会長にな 

るにあたり、やりたい事が三つあ 

ります。一つは、本日の初例会でＲ財団年次寄付100％

達成。これは会員の皆様のご協力で達成出来ました。二

つ目は年間プログラムの中に家族例会を四分の一くら

い入れる事です。三つ目は交通事故の撲滅です。一年間

宜しくお願い致します。また、2020-21年度会長立候補

7/3～8/2受け付けております。宜しくお願い致します。 

 

第３グループガバナー補佐 熊木広光 様      
 

 

 

 

 

 

 

 

本年度第３グループは、大宮ロータリークラブより中川 

ガバナーを輩出しております。グループの威信にかけて 

しっかりと補佐をしたいと思います。皆様の一層のご理 

解とお力添えをお願いしたいと思っております。2018- 

19 年度ＲＩ会長バリン・ラシン氏は、「be the  

inspiration（インスピレーションになろう）」をテー 

マに掲げられました。中川ガバナーの地区運営方針は、

「すべてはクラブ活性化のために、実り豊かな奉仕を

目指して」です。国内外の奉仕活動、財団・米山の寄

付、会員増強をより一層増やして頂きたい、また、ロ

ータリー賞を是非狙って頂きたいと思っております。 

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 

 徳山会長 

 三浦幹事 

 

 

 

               大宮南ＲＣ 

                小平会長 

                羽田幹事 

 

 

 大宮シティＲＣ 

  井上会長 

  戸辺幹事 

 

国際ロータリー 第2770地区 第3グループ 
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クラブテーマ 「クラブは一人の為に 一人はクラブの為に」   

2018年７月 3日（火） 第 1560回  初例会 



  

 

 さいたま大空ＲＣ 

  ラジャン会長 

  魏幹事 

 

左より、石川邦之会員、八上俊樹会員、西村芳高会員 

宜しく 

お願い 

致します！ 

 

 

 

 

大宮RC会長  

徳山義行様へ 

入江会長より 

記念品贈呈 

   

 

星沢幹事 

・7､８月例会プログラム及びと大宮中 

 央RC14項目の承認。 

・地区あゆみⅢは坂直前会長が執筆。 

・青少年交換事業は堀越会員、山田会 

員のご子弟を推薦。 

川西親睦委員長

泉会員メジャードナー１ 

クリスタル授与 

 

 

 

グェンダン・アンさんへ 

米山奨学金7月分授与

見富出席委員 

会員数：５６名  出席者数：５２名 

出席率：８６.54％ 

（順不同）    小川副ＳＡＡ 

○入江会長・星沢幹事、初例会おめでとうございます。 

１年間宜しくお願い致します。 

第３グループガバナー補佐 熊木広光 様 

第３グループ幹事 小沼岳司様 

○大宮中央ロータリークラブ入江会長、星沢幹事おめで 

とうございます。同期の会長幹事として１年間よろし 

くお願い申し上げます。 

大宮シティロータリークラブ 会長 井上 悟 様 

幹事 戸辺一郎 様 

○初例会おめでとうございます。入江会長、星沢幹事、 

共に一年間頑張りましょう。 

大宮南ロータリークラブ 会長 小平啓介 様 

幹事 羽田しげみ 様 

○初例会に参加させていただき、ありがとうございます。 

       大宮ロータリークラブ 会長 徳山義行 様 

幹事 三浦 守 様 

○初例会おめでとうございます。１年間宜しくお願い 

します。      さいたま大空ロータリークラブ  

会長 シュレスタ・ラジャン・クマル 様 

幹事 魏 錦 様 

○本日初例会ありがとうございました。一年間よろしく 

お願いします。・・・・・・・・・・ 入江信仁会長 

○第３グループガバナー補佐を始め、各会長幹事ありが 

とうございました。・・・・・・・・ 入江信仁会長 

○本日理事会おつかれ様でした。一年間ごめいわくかけ 

ます。・・・・・・・・・・・・・・ 入江信仁会長 

○お客様、ようこそいらっしゃいました。会員の皆様、

一年間宜しくお願い致します。・・・ 星沢義隆幹事 

○この度は入会のご承認を賜り、ありがとうございます。 

本日より歴史ある本会の一員となり、身の引き締まる 

想いでございます。今後共、何卒宜しくお願い申し上 

げます。・・・・・・・・・・・・・ 八上俊樹会員 

○はじめまして。皆様のお役にたてますようがんばりま 

すので、よろしくお願い致します。・ 西村芳高会員 

○入江会長おめでとうございます。しっかりお手伝いさ 

せていただきます。・・・・・・・・ 坂 仁視会員 

○入江年度の初例会の開催、おめでとうございます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・齊藤健一会員 

○新年度も頑張ります。よろしくお願いします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・倉持正徳会員 

○入江会長、一年間宜しくお願いします。東山大会員 

 



 

○入江会長、星沢幹事、一年ガンバりましょう。お祝い 

ありがとうございます。・・・・・・ 川西英章会員 

○入江さん、星沢さん、がんばって下さい。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・鈴木真琴会員 

○入江年度いよいよ１年の開始に当たり、会長始め役員 

の皆様には御世話に成ります。・・ 品川喜久郎会員 

○新入会の皆様、入会おめでとうございます。 

・・・・・・・・・・・松山哲則会員、阿由葉晃市会員 

○入江会長、星沢幹事はじめ理事・役員の皆さん、一年 

間宜しくお願いします。・・・・・・・ 勝野由行会員 

○入江年度の出発！本当におめでとうございます。入江 

会長、健康にしてご活躍をお祈り致します。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐野 巖会員 

○入江年度初例会おめでとうございます。 

・・・・・・・・・・阿由葉晃市会員、酒井正次会員 

○入江丸ではありますが、出帆ですね！おめでとうござ 

います。・・・・・・・・・・・・・・ 樋口領治会員 

○お客様、新入会の皆様、ようこそおいでいただきまし 

た。・・・・・・・・・・・・・・・・ 御畑博司会員 

○入江会長、星沢幹事、初例会おめでとうございます。 

一年間たいへんでしょうが、がんばって！ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・切敷健一会員 

○入江丸の門出を祝して。・・・・・・・・岩渕孝男会員 

○毎年、誕生月に人間ドックにいっておりまして、本日、 

片柳の共立病院で検査しました。昨年からオプション 

で脳ドックもやっております。来年から大宮シティク 

リニックか佐口クリニックに切り替えようと考えてお 

ります。私なりの「ソンタク」・・・・・見富清一会員 

○入江会長、星沢幹事、初例会おめでとうございます。 

一年間宜しくお願いします。お客様ようこそ。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・林 正憲会員 

○多くのお客様、ようこそ入江年度の初例会にお越し下 

さいました。１年間よろしくお願い致します。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・星野時夫会員 

○入江会長おめでとうございます。新入会のみなさんよ 

ろしくお願いいたします。・・・・・・ 伊藤龍之心会員 

○１年間よろしくお願いいたします。・・・村田拓郎会員 

○入江年度、出発おめでとうございます。 

・・・・・・・・・・・・柏木英太会員、守屋 実会員 

○入江年度の出発を祝って・・・・・・・ 石川力哉会員 

○入江年度・・・・・・・・・・・・・・ 徳永誠三会員 

○入江会長おめでとうございます。・・・・坂庭広樹会員 

○入江年度始まりました。入江会長、星沢幹事おもいき 

って楽しんで下さい。・・・・・・・・・泉 英明会員 

○入江会長はじめ、役員の皆様、一年間よろしくお願い 

します。・・・・・・・・・・見富清一会員 

○入江会長頑張ってください。・・・・・・久世晴雅会員 

○入江年度のスタートです。がんばりましょう！ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・堀越太志会員 

○入江年度のスタートを祝して・・・・・町田宏遠会員 

○入江会長、星沢幹事、１年間よろしくお願いします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・小川一徳会員 

○入江年度、星沢幹事、おめでとうございます！ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山本英一会員 

 

○入江年度初例会おめでとうございます。・雨海賢一会員 

○入江会長、星沢幹事、初例会おめでとうございます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・山田善信会員 

○石川邦之さん、西村芳高さん、八上俊樹さん、入会お 

めでとう。皆で楽しく例会に参加しましょう。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・林 正憲会員 

 

本日のスマイル合計： 

８５，０００円 

本年度スマイル累計： 

８５，０００円 

 

 

          

スマイル報告：小川副SAA↑ 

          

←司会：御畑SAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜懇親会＞ 

司会：坂庭会員→ 

 

 

 

 

        

        

      ←乾杯：坂直前会長 

 

入江会長より理事役員の紹介後、カラオケで懇親を 

深めました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     大宮中央ロータリークラブ        会  長 ：入江 信仁      副会長 ：星野時夫  切敷健一      

（2018-2019 年度）     幹  事 ：星沢 義隆     会報・公共イメージ委員長 ： 松山哲則 


