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「Let’s Begin!」今年度のテ
ーマ

お客様、ロータリアンの皆さま
こんにちは。

　平成29年最後の例会となりまし
た。
　先週の中川ガバナー壮行会では、
急な設定でしかも忘年会シーズン
真っ盛りの夜間にもかかわらず80％
を超える会員の皆様にご出席頂き、
ありがとうございました。
　本年度当クラブを預かる私の目標
は、次年度大宮RCは中川Gエレクト
輩出クラブとして更に大きな奉仕を行
うためのクラブの強い結束、そのた
めにクラブ奉仕と職業奉仕に重点を
置いています。
　トレントンのフェアウエル夜間例
会、地区大会、クリスマス夜間例会、
壮行会と期待をはるかに超える皆さ
まのご参加に会長として心より感謝申
し上げます。

　そして先週の金曜日の晩、会長の
諮問機関ともいうべきパスト会長会
では、歴代会長15名全員に出席して
頂き、上半期の報告を行うという幸
せな時間を持つことができました。
ちなみに代表して中川GEに講評頂い
たところ９３点という高得点を頂きま
した。（皆さまの採点はもっと厳しい
と思いますが。）
　パスト会長会では、今更ながら歴
代大宮 RC の会長の皆さまの悠然と
した紳士ぶり、大旦那ぶりに圧巻の
思いを持つとともに、大宮RCに入会
できたことの喜びを感じました。
　ロータリーは1yearです。私の方
針によるクラブ運営も半分が終了し、
今日からは徳山会長エレクト年度の
助走が始まります。今年度は幸せな
ことに現在までに9名の新たなお仲
間を迎え入れることができました。

次年度中川・徳山体制をより強固な
ものにするためにも、会員の皆さまに
も是非新入会員のご紹介をお願いし
ます。
　年が明けますと、一の家さんでの
新年会、また職業奉仕日帰り旅行で
は証券取引所・大和証券さん本社で
の研修の後、葛飾柴又帝釈天の前の
川千家での大？宴会があります。ト
イレ付バスですのでご心配なくお楽し
み下さい。
　本日も最後までおつきあいよろしく
お願いいたします。
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ご協力ありがとうございました。

青少年交換学生 臼井理紗さん、頑
張ってください。

〈江本尚浩〉
お客様ようこそ！

〈永嶋良一・関口　茂・岩瀬雄一・鈴木
俊一・進藤博司・齋藤守毅〉
臼井理紗さん、ようこそ。

〈遠藤省吾・小林義久〉
臼井理紗さん、ようこそ。がんばってく
ださい。

〈櫻井義久・福島謙二〉
ゲストの皆様ようこそ！！

〈祝原英隆〉
この度は交換留学にあたり大変お世
話になります。今後ともよろしくお願
い致します。

〈臼井理紗〉
簗瀬さん、ようこそ。年末年始、集中
治療室でお世話にならないよう気を
付けます。

〈江本尚浩〉
簗瀬さん、ようこそ。

〈櫻井義久〉
12/22パスト会長会ご出席ありがと
うございました。

〈江本尚浩〉
江本会長、先日はパスト会長会おつ
かれ様でした。

〈橋本和久〉

栗岡さん、本日は司会ありがとうござ
います。

〈江本尚浩・飯野耕司・櫻井義久・齋藤
守毅・三浦　守・蓮池慎二・高山利弘・
内藤考三〉
司会の大役、先週の石井さん、今週
の栗岡さん、ご苦労様です。

〈平田　繁〉
栗岡さん、今年最後の例会司会あり
がとうございます。

〈善行地潔〉
栗岡さん、今年の締めの司会、お疲れ
様でした。

〈戸井田修〉
本日、司会を務めさせていただきまし
た。ありがとうございます。

〈栗岡宏治〉
江本会長、齋藤幹事、今年はご苦労
様でした。後半分頑張って！

〈平田　繁〉
次年度役員・理事の皆さん、よろしく
お願いします。

〈徳山義行〉
江本年度上期お疲れ様でした。下期
の運営も期待しています。

〈小坂良二〉
最終例会です。来年も良いお年を。

〈岩井良彦〉
上期大変お世話になりました。

〈大瀧榮壽〉

2017年、大変お世話になりました。
2018年、皆様により良い年でありま
すように。

〈小川和信〉
本年中は大変お世話になりました。
来年もよろしくお願いします。
〈岩﨑　彰・星野秀敏・竹内裕司・新井
貴之・関口　茂・小川武士〉
今年も大変お世話になりました。皆
様、良い年をお迎えください。

〈浅野　仁・清水啓生〉
青少年派遣候補生 臼井理紗さんと
御両親、ようこそいらっしゃいました。

〈星野晃一郎〉
皆様、良いお年をお迎えください。来
年も宜しくお願い致します。

〈山本和保〉
本日は早退させていただきます。本
年はお世話になりました。来年もどう
ぞよろしくお願い致します。

〈石井宣子〉
今年は入会の年で、大変お世話にな
りました。

〈矢崎直良〉

大宮ロータリークラブの皆さん、心良
くお迎えいただきありがとうございま
した。来年もよろしくお願い致します。

〈太田英成〉
内藤さん、大貫ガバナー、公式訪問の
集合写真ありがとうございます。

〈大瀧榮壽〉
家内の誕生日に真っ赤なバラを頂き
ました。

〈大瀧榮壽〉
クリスマス例会でお土産をいただき
ました。おいしかったです。ありがとう
ございます。

〈川島利雄〉
渋木さん、カレンダーありがとうござ
います。

〈遠藤省吾〉
中座させていただきます。皆さん、よ
いお年を！！

〈岸　　聡〉
総会、協議会、よろしくお願いします。

〈齋藤守毅〉

◆ ニコニコボックスのご報告 ◆

83.56%
修正出席率

53名（72.6%）
出席者数（出席率）

15名
メークアップ

７5名（73名）
会員数（出席者算定者数）

第3071例会
例　会

第3073例会
例　会

12月13日
前々回

12月27日
当　日 次回例会案内

2018年1月17日（水）12：30点鐘  パレスホテル大宮
卓話： 今年の景況

東海東京証券株式会社 大宮支店長　石井 宣子  会員
大和証券株式会社 大宮支店長　藤澤 正博  会員　

点鐘 ロータリーソング斉唱 ＭＣ［栗岡会員］

お客様紹介［櫻井副会長］ ピアノ演奏［平林泰子さん］ 会長あいさつ

幹事報告［齋藤幹事］ 委員会報告［飯野会員］ 委員会報告［山本会員］

委員会報告［藤澤会員］委員会報告［長谷川会員］ 委員会報告［福島会員］ 委員会報告［徳山会員］ 委員会報告［遠藤会員］

財団奨学生 簗瀬史貴様

青少年交換派遣候補生 臼井理紗様（中）、臼井信行様（左）、臼井佳子様（右）
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