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2020 年１月 14 日（火）第 1621 回
クラブ協議会「上期収支決算報告、下期事業計画・予算案の発表」
岩渕副会長
第３グループガバナー補佐 吉田耕之 様
（大宮シティロータリークラブ所属）
ＩＭ実行委員長 井上 悟 様
（大宮シティロータリークラブ所属）
ＩＭ相談役 恵川一成 様
（大宮シティロータリークラブ所属）

ＩＭキャラバン隊の皆様

樋口会長
こんばんは！I M キャラバン隊の皆
様と初詣例会にお越しになれなかっ
た会員の皆さん、新年あけましてお
めでとうございます。6 つの志を一
つに繋げて、I M を必ずや成功させ
ましょう。新年早々には親睦委員会の周到な企画により
新年初例会が賑々しく開催され、新しい年に相応しいス
タートが切れました。そして泉さん、またまた「泉会館」

右より、井上実行委員長、吉田ガバナー補佐、恵川
相談役、それぞれご挨拶を頂きました。
山田幹事
・2/4 理事会報告、結婚誕生祝い、米山記念
奨学生グェンダンアンさんの卓話
・2/11 休会
・2/18→13ＩＭに振替（清水園 15:00 集合）
・2/25 卓話予定（ペットボトルキャップ回収日）

をお貸し戴きまして有難うございました、とても使い心
地が良く、有難く思いましたが、管理がさぞかし大変な
んだろうな？とも案じてしまいます。また、酒井さん、
和菓子作り体験有難うございました、久々に酒井さんの
前へ出ての活躍を目の当たりにして大変心強く感じまし
た。ロータリーでの益々のご活躍を期待申し上げます。
いよいよ下期に入り、I M、ノリア孤児院支援、南安養ク
ラブ訪問と会員旅行、杉の子学園支援と主だった事業が

本日の誕生日：佐野会員

矢継ぎ早にありますが、会員諸兄のお力添えが無いと成
功は望めません。私を２階に揚げて頂いた時の梯子はそ

←米山記念奨学金授与

のままで外されておりません。持ち場持ち場で結構でご
ざいます、会員諸兄の獅子奮迅のご活躍をお願い申し上
げ、会長挨拶と致します。この後のクラブ協議会も宜し

↓青少年交換留学生お小遣い、
ホストファミリー謝礼授与

くお願い致します。
第１回米山寄付功労者表彰
倉持会員→

クラブテーマ 「平和と豊かさを求めて、楽しく一歩を！」

入江美希さん（入江会員ご長女）
2020-21 年度、大宮中央 RC 様ホストの
もと、ベルギーに派遣させて頂く事が
決まりました。一生懸命頑張りますの
で、ご支援を宜しくお願いいたします。
松山青少年奉仕委員長 カロリーナさん
の 4 月以降のホストファミリーを募集し
ます。ご希望の方はお申し出下さい。交
換留学生でチェコに行っております山田
会員のお嬢様、萌永さんの報告が届きま
した。現在体調を崩すことなく頑張って
います。クリスマスに「アナと雪の女王」の曲をトラン
ペットで演奏をして、ホストファミリーが喜んでくれた
との事です。越谷北 RC にご協力を頂いて、フィンランド
に行っております堀越会員のお嬢様、千陽さんの報告で
すが、手巻き寿司とちらし寿司を披露したり、タップラ
ンドツアーに行ったそうです。
須永社会奉仕委員長 去年 12/13 久世会
員がやっております子ども食堂の中で、
年越しそばを皆で振舞おうという事で
80 名を招いて盛大に行う事が出来まし
た。協力して頂いた皆様、本当にありが
とうございました。（写真をスライドで投影しました）

倉持出席委員長
会 員 総 数：４２名
出 席 者 数：２７名

出席対象者：３８名
出席率：７１.00％

（順不同）鈴木会員

○例会の貴重なお時間を頂きましてありがとうございま
す。
2 月 13 日の IM のご出席を宜しくお願いします。
・・・・・・・・・・第３G ガバナー補佐 吉田耕之様
○いつも大変お世話になります。
山田幹事さんに IM 実行
委員会に入っていただいておりまして、とても助けて
いただいております。皆様 2/13 ご出席、よろしくお
願い致します。
・・・・・・ＩＭ実行委員長 井上 悟様
○大宮シティ RC 第 4 代目のガバナー補佐の吉田の IM
です。よろしくお願いいたします。
・・・・・・・・・・・・・・ＩＭ相談役 恵川一成様
○石川さん残りの歯を大事にします。津南町現在積雪
18cm でこの先も大雪降りそうもないそうです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・樋口領治会長
○キャラバン隊の皆様ようこそお越し下さいました。IM
成功させましょう。
・・・・・・・・・・山田善信幹事
○モナカのエサより、やはりニコニコボックスだろう！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・見富清一会員
○今日(1/14)77 才(喜寿)の誕生日を迎えました。益々
元気で頑張ってゆきます。
・・・・・・・佐野 巖会員
○今年もよろしくお願いします。
・・・・田中輝一会員、小川一徳会員、熊木広光会員

○見富エレクトのすばらしいリーダーシップで予定者会
議のスタートおめでとうございます。
・・坂 仁視会員
○理事会、ご苦労様でした。
・・・・・・・切敷健一会員
○娘がお世話になります。
・・・・・・・・入江信仁会員
○有意義な一年にしましょう。
・・・・・・町田宏遠会員
○見富年度の予習が始まりました。メモリーが不足して
いるので樋口年度とのバランスが大変です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・岩渕孝男会員
○本年もよろしくお願い致します。
・・・・藤堂哲志会員
○今日はクラブ協議会です。下期も頑張りましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・林 正憲会員
○今年も一年よろしくお願いします。
・・・川㟢彦一会員
○入江美希さん、希望の国に決まってよかったです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・坂 仁視会員
○2020 年もよろしくお願い申し上げます。今年は健康
になろうと思い、
テレビで見た water bag を購入し、
体感強化を始めました。年末はバキバキです！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・坂庭広樹会員
○12 月で診療所を閉院しました。来期から職業分類は
無職でお願いします。
・・・・・・・・・石川力哉会員
○見富年度理事役員会、御苦労様でした。会場予約等、
裏方の大変さが解りました。冷汗の他に身体から汗が
にじみ出るように頑張ります。皆様、宜しくお願いし
ます。
・・・・・・・・・・・・・・・・見富清一会員
○新年も明けて、早半月。オリンピック、パラリンピッ
ク、にぎやかな 1 年になりそうな予感。ただ地球上の
いたるところでは心配な事も。
・・・・・松山哲則会員
○大宮シティ RC の皆さんようこそ！理事役員会、予定
者会議も参加の皆さん、お疲れ様でした！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・堀越太志会員
○お客様、ようこそ。
・・・雨海賢一会員、星沢義隆会員
○泉さん、酒井さん、先週の新年例会お世話になりまし
た。
・・・・・・・・・・・・・・・・・鈴木真琴会員
○11 月末より、多忙で欠席ばかりでした。又、出席、頑
張ります。
・・・・・・・・・・・・・・倉持正徳会員
○見富年度第１回理事会ご苦労様でした。いよいよスタ
ートですネ。
・・・・・・・・・・・・・泉 英明会員
○新年会、楽しかったです。久しぶりに飲みすぎました。
帰り道で手袋を片方なくしました。
・・・東山 大会員
○新年（オリンピック東京 2020 年）明けましておめで
とうございます。また、年賀状を頂きました会員の皆
様ありがとうございます。本年もよろしくお願いしま
す。
・・・・・・・・・・・・・・・・・齊藤健一会員
本日のスマイル合計：
４１，０００円
本年度スマイル累計： ５９３，５００円
例会終了後、クラブ協議会「上期収支決算報告、下期事業計
画・予算案の発表」が行われ、拍手を持って無事承認されま
した。
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