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2018-2019 年度 RI 会長 バリー・ラシン

インスピレーションになろう
“BE THE INSPIRATION”

2018-2019 年度 第 2770 地区ガバナー 中川高志 

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－

〈例会日〉毎週水曜日12：30～13：30〈会場〉パレスホテル大宮

パフォーマーのピーロ様より、エンターテイメント業界についてお話を
いただきました。
明るくコミカルなパフォーマンスも披露していただきました。

マジシャン＆ジャグラー　ピーロ 様

エンターテイメント業界の裏側

 明日を語ろう
Talk About the Future

Theme of  2018-2019

今年度のクラブテーマ

　皆様こんにちは。
　先週の初例会では多数の参加
をいただきありがとうございまし
た。初詣で２９名、新年会には５０名
を超える参加者でした。私も本当に
楽しく新年を迎えることができまし
た。やはり大宮ロータリーは楽しい
です。
　お客様のご紹介をします。本日
卓話をしていただくマジシャンであ
り、ジャグラーのピーロさんです。
ピーロさんは立教大学のご出身だ
そうです。後ほど紹介者の小林さ
んにピーロさんのご紹介をしてもら
います。

　２０１９年～２０２０年度国際ロータ
リー青少年変換プログラム派遣候
補生の大沢竜勝君です。竜勝君の
お父様の大沢裕司様です。派遣国
が決まったそうです。大宮RCとし

て初めての交換の国みたいです。
不思議なご縁です。

　さて、先週の新年会では、内藤
会員の入会記念日だと言うことで
したが、本日１月１６日は、私たち荒
井渉会員、兼杉涼二会員の３人の
入会記念日です。平成３年１月１６
日の入会です。私と荒井さんは青
年会議所を卒業してすぐに大宮
RCに入会したのですが、兼杉さん
は６０才になってからの入会です。
そして兼杉さんは奥さんと二人で
ゴルフも始めたと言っておられまし
た。二人とも長く在籍できたことと、
兼杉さんとご一緒に活動できたの
は私の誇りでもあります。

　最後になりますが、長期欠席の
ご報告をします。まず、星野秀敏さ
んですが、２回ほど電話をさせてい

ただきましたが、いずれもお留守で
した。会社には元気で出られている
そうです。午前中にはいらっしゃる
そうです。今度うかがってみます。

　本日の理事会で、徳山会長の長
期欠席の報告をしました。本人とも
話し合い、１２月の末に書面による
届けがありました。病欠による長期
欠席となります。定款第１５条第４
節の理事会の承認をもってこれを
認めていただき、細則第４条第４節
の規定に従い、副会長として会長
のかわり、小川副会長とともに任務
を果たしていきます。
　三浦幹事にも負担をかけること
になってしまいましたが、皆様の協
力も得ながら、小川副会長とともに
頑張っていきますので、よろしくお
願いいたします。以上です。ありが
とうございました。
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浅野　仁

2018-2019年度
大宮ロータリークラブ副会長
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次回例会案内
2019 年 1 月 30 日（水）12:30 点鐘／パレスホテル大宮
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前　々　回 例　　　会（ No. ） メークアップ 修正出席率

年男（としおとこ）のメンバー
の方、氷川神社で豆まきを
しませんか？
〈平田　繁〉

モイラとの生活もあと１０日。
来週は大相撲に行きますが
稀勢の里が引退していまい
残念です。
〈兼杉文子〉

関野さん、パレスホテル大宮
での初例会楽しんで下さい。
田村さん、ロータリー情報
ありがとうございました。
〈三浦　守〉

仕事柄 “ 書き入れ時 ”のた
め本日早退します。たまには
ちゃんと仕事しないと…。
〈福島謙二〉

内藤さん、先日はありがとう
ございました。
〈橋本和久〉

今年もよろしくお願いします。
〈本間　玲〉

新年あけましておめでとうご
ざいます。
今年も宜しくお願いします。
〈北村匡央〉

遅くなりましたが、明けまし
ておめでとうございます。
今年もよろしくお願い致します。
〈岩田尚明〉

本年も例会運営しっかり行
いますので、ご協力のほど
よろしくお願いいたします。
〈小坂良二〉

成功させようインターシ
ティーミーティング。
〈川島利雄〉

本年初出席です。下期もよ
ろしくお願い致します。
〈大瀧榮壽〉

小川副会長、三浦幹事と一
緒に頑張ります。よろしくお
願いします。
〈浅野　仁〉

今年度後半、浅野副会長と
二人三脚で会長代行します
ので、よろしくお願いします。
〈小川和信〉

小川さん、司会がんばって下
さい。
〈矢崎直良〉

小川さん、司会ありがとうご
ざいます。
〈内藤考三・栗岡宏治〉

小川武士会員、本日は司会
ごくろう様です。
〈飯野耕司〉

木村さん、見事なパフォー
マンス、お話を有難うござ
いました。
〈小林康一〉

ピーロ様　卓話ありがとうご
ざいます。
〈竹内裕司・進藤博司・浅野　仁・中川
高志〉

ピーロ様、マジックありがとう
ございます。
〈山本和保〉

ピーロ様、本日はよろしくお
願い致します。
〈櫻井義久・関口　茂〉

マジシャン・ピーロさん、今
日はありがとうございます。
〈小川和信〉

ピーロさん、御苦労様
〈岩井良彦〉

ピーロ様、ありがとうござい
ました。
〈本多　隆〉

ピーロ様、パフォーマンスあ
りがとう。
〈岩﨑　彰〉

お客様ようこそ。
〈星野晃一郎・齋藤守毅・鈴木俊一・岩
瀬雄一・永嶋良一・浅野　仁・小川和信〉

大沢さん、ようこそ！！
〈遠藤省吾〉

大沢君、ブラジル決定おめ
でとうございます。
〈中川高志〉

本日はお招き頂き、ありがと
うございました。
〈大沢裕司〉

派遣国も無事決まりました。
留学に向けて頑張ります。
〈大沢竜勝〉

ニコニコボックスのご報告

1月16日 第 3118 例会 79 名（77名） 47名（61.04%）

12 月19日 第 3116 例会 13 名（62 名） 81.58%

ご協力ありがとうございました。

1月16日の合計金額 40,000円
（ 1月16日までの累計金額1,226,000円 ）

司会［小川会員］

委員会報告［橋本会員］ 委員会報告［平田会員］

点鐘［浅野副会長］
会長挨拶及び報告・
お客様ご紹介［浅野副会長］

2019 ～ 2020 年度国際ロータリー青少年
交換プログラム派遣候補生［大沢竜勝様・（父兄）大沢裕司様］

幹事報告［三浦幹事］ご挨拶［モイラ様］

委員会報告［小林会員］ 出席率の報告［青野会員］
ニコニコボックスの報告
［星野会員］


