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2019 年 11 月 12 日（火）→11 月 9 日、10 日地区大会に振替 第 1615 回
2 日目出席者：１７名
（移動例会の為、出席率
100％）
前年度（入江年度）の
ロータリー賞受賞表彰
がありました。

第３グループクラブ紹介

2019 年 11 月 26 日（火）第 1616 回
プログラム委員会担当：テーブルディスカッション「Ｒ財団について」
岩渕副会長
社会保険労務士 小峰満希子 様（雨海会員紹介の見学者）
大宮西ロータリークラブ
会長 小木曽賢己 様、米山記念奨学委員会カウンセラー
福田和子 様、地区国際交流委員、クラブ米山記念奨学委
員 島村まり子 様、会計 小林又次郎 様、石三重則 様

大宮西ロータリークラブ会長 小木曽 賢巳 様
小木曽会長よりご挨拶とメンバー紹介を頂きました。

樋口会長
地区大会以来、久し振りのホーム例会
で、ホッとした気分です。大宮西クラ
ブさんの 120 名の大所帯を率いておら
れます、小木曽賢己会長をはじめ皆さ
んようこそお出で下さいました。是非、
当クラブの例会を楽しんで下さい。そ
して雨海会員のお誘いでお越しの小峰満希子様ようこそ。
小木曽会長とは、通称オギチャンで岩渕副会長と共に 37
～8 年前から飲み友達として、格好つけて言うと三橋の
経済人として夜な夜な会議を開いてお付き合い頂いてお
ります。カラオケも好きでよくビリーバンバンの曲を二
人で歌ってました。小木曽会長はエレキやアコースティ
ックギターも上手で、私が歌うカラオケの伴奏を一度や
って頂いたのですが全然ダメでした。やっぱり明大はマ
ンドリンですかね？そして、クラブとしても、小木曽会
長には奉仕事業の食材調達で大変協力いただいており、
また名物男的に訪れて頂きます清水恒信さんのお膝下で、
特別関係の深いクラブさんです。今日も裃を脱いで楽し
い例会にしましょう。

社会保健労務士
小峰満希子 様

山田幹事
・千葉県台風 15 号災害義援金の御礼と報告
が届きました。総額 1,352,507 円で送金
額 140 万円を送金したとの事です。
・3/6 第７回日台ロータリー親善会議福岡大
会の登録が 12/10 です。参加希望の方は事務局まで。
・12/8 地区ブライダル委員会主催の第１回友愛の広場参
加のお願いです。ご参加希望の方は事務局まで。
・2019 年手続要覧の注文希望は事務局まで。(1 冊 10＄)
第 19 回メジャードナー:岩渕孝男会員、第 22 回メジャー
ドナー:久世晴雅会員、第 17 回メジャードナー：林 正憲
会員、第 6 回マルチプル：樋口領治会長、第 2 回マルチ
プル：深田将由会員、第 1 回功労者：見富清一会員、第
1 回功労者：山田善信幹事、第 1 回功労者：倉持正徳会員

星沢職業奉仕委員長 ガバナー月信の原稿協力のお
願いです。
「ロータリアンの職場紹介」という事で、期日
は 11 月 15～2020 年 5 月まで随時募集。提出先は地区事
務所です。当クラブから佐野会員も地区職業奉仕委員会
に出向しておりますので、ご協力よろしくお願いします。

クラブテーマ 「平和と豊かさを求めて、楽しく一歩を！」

ゴルフ同好会 坂庭会員 11/20 樋口年度第 1 回ゴルフ
コンペをオリムピック都賀にて行いました。第２回目は
4/2大宮ゴルフコースです。
ご参加宜しくお願いします。

星野プログラム委員長 私はプログラム委員長なんで
すが、皆さんとロータリー財団とはどういうものか勉強
をしたいと思い企画しました。前場内を一回りさせて頂
き、それぞれに質問をしたいと思います。岩渕会員、熊
木会員、パストガバナーの久世会員をアドバイザーとし
て控えさせてもらっていますので、ちょっと詰まった時
はお答えいただきたいと思います。

泉出席副委員長
会 員 総 数：４９名 出席対象者：４４名
出 席 者 数：２９名 出 席 率：６５.91％
前々例会修正出席率：７５.56 パーセント
（順不同）八上副 SAA
○本日、五名で参りました。よろしくお願い申し上げます。
・・・・・・・・・・・・・大宮西 RC 会長 小木曽賢巳様
○本日は、５名でメーキャップにお伺いさせていただき、宜し
くお願いします。先日は、切敷様より韓国のお土産をいただ
きまして、お陰さまで少しは綺麗になったような気がします。
有難うございます。是非、大宮西の例会にいらしてくださ
い。
・・・・・・・・・・・・・・・大宮西 RC 福田和子様
○本日はお世話になります。
・・・・・大宮西 RC 島村まり子様
○大宮西の小林です。すこし欠席が続き、メーキャップに参り
ました。大宮中央 RC の楽しい例会をすごさせてもらいま
す。
・・・・・・・・・・・・・・大宮西 RC 小林又次郎様
○大宮西ＲＣのいしみです。よろしくお願いいたします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・大宮西 RC 石三重則様

○本日はお客様が大勢来て頂いて、とても嬉しい気分です。あ
りがとうございます。
・・・・・・・・・・・・樋口領治会長
○大宮西ＲＣの皆様、小峰様、本日はようこそお越し下さいま
した。岩渕さんその他クルージングを企画して下さった皆様、
大変お世話になりありがとうございました。
・山田善信幹事
○大宮西ＲＣの皆様、ようこそ。
久世晴雅会員、林 正憲会員、藤堂哲志会員、星野時夫会
員、切敷健一会員、徳永誠三会員、町田宏遠会員
○小木曽会長、大宮西ＲＣの皆様、ようこそ。
・・熊木広光会員
○泉さん、おいしそうなソバ粉をありがとう。見富さん、おい
しいカキをありがとう。
・・・・・・・・・・・岩渕孝男会員
○大宮西ＲＣの小木曽会長始め、メンバーの皆様、お寒い中を
ようこそ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・岩渕孝男会員
○本日は、たくさんのお客様、ようこそ。
・・・・・・・星沢義隆会員、川㟢彦一会員、石川力哉会員
○お客様ようこそ。来週には師走ですね。1 年は早いですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・坂庭広樹会員
○大宮西ＲＣの皆様、お客様ようこそお越しいただきまし
た。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 八上俊樹会員
○ようやく寒さが本格化．
．
．インフルエンザにご用心。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・松山哲則会員
○年末の空気が出てきましたね。
・・・・・・・・田中輝一会員
○6 月にオープンした葬儀式場オーロラホール大宮も順調に仕
事が入って来ていて、営業活動に動いています。先日の地区
大会も残念ながら欠席致しましたが何とか時間を作って出
席しますので、よろしくお願いします。
・・・ 佐野 巖会員
○小さな社会貢献として 13 年振りに 400 ㎖全血献血をして
きました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・小川一徳会員
○寒椿の花、山茶花の花びらが一面庭を汚しております。花言
葉は共に教養、ひたむき、高貴とのこと。エレクト、幹事の
枠で来年は寒椿を愛でる会を開催します。5,000 円の前夜
祭は有りません。
・・・・・・・・・・・・・・見富清一会員
○外はもう寒くて、今日は初コートです。
・・・・山本英一会員
○寒くなって来ました。仕事も忙しくなって来ました。みなさ
ま、体調管理をなさってカゼなどひかぬように。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・雨海賢一会員
○先日の八景島へのクルーズ、ありがとうございました。久し
ぶりの水族館楽しかったです。
・・・・・・・・東山 大会員
○昨日は月曜日でしたが、とっても楽しくてお酒をいっぱい飲
んでしますました。また二日酔いが直りません。本日は向い
酒といきましょう。
・・・・・・・・・・・・・入江信仁会員
○ロータリーのメンバーは、みんな失礼です。先日のコンペで
良く分かりました！・・・・・・・・・・・・鈴木真琴会員
○交換留学生ソフィアが 12/19～1/7 迄、一人で来日すると
ラインが入りました。ロータリーのみなさんともお会いした
いと有りました。
・・・・・・・・・・・・・・泉 英明会員
本日のスマイル合計：
４６，０００円
本年度スマイル累計： ４８６，５００円
第１回ゴルフコンペ
（参加者１３名）
優勝：坂庭会員
２位：川西会員
３位：入江会員
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