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例会日：水曜日12時30分／月末は夕刻例会

夕刻移動例会（采帆久亭）

通算 1893回

平成29年1月25日
◎司会：中山康徳 SAA

会長

毎日寒い日が続いておりますが
今が季節的に一番寒い時期で
日の出の時間が１年のうちで最も遅く、日の入りも１年のう
ちで最も早い時間になっています。おそらく２月３日の節分
を過ぎるあたりから徐々に、暖かくなっていくものと思われ
ます。
さて年度当初からの懸案事項でありました、約款の改訂で
すが改訂版が事務局に届いておりますので、新旧約款を詳細
に比較検討した結果、主な改訂点は、①入会金の条文が削除
されたこと。②祝祭日のある週は例会を休会しても良くなっ
たこと。③例会は月２回以上開催することとし３回連続して
休会することが有ってはならないとあります。以上すべて
新しい約款の第８条１節Ｃ項に規定されております。
本年度は既に年度計画書も出ておりますので、新約款を年
度計画書にとじこむ形で使用していただき改訂としたいと思
います。
本日は夕刻移動例会ということで、ここ采帆久亭さんをお
借りしての石田純道会員の卓話をお願いしてあります。石田
会員は４月から本山である永平寺へ直々に嘱望されて行かれ
るそうで現在の心境をお話しいただければと思います。
また会員の三上さんがＪＴＢさんの転勤で２月１日付けで
異動されるという事です。
国際ロータリー交換学生としてアメリカへ留学される伊佐
山さんが見えてますので後程ご紹介があると思います。

〈本日 2/1 のプログラム〉
理事会報告
クラブフォーラム
会員パートナー誕生祝

地区事務所より
2016 年度版手続き要覧発行（各クラブ希望数を注文して
下さい。）
第 8 回オリエンテーション開催の案内
2/3（金）13：00 ～埼玉グランドホテル深谷
米山奨学生終了式及び歓迎会の案内
3/5（日）16：00 開会 川越東武ホテル
（2017 ～ 18 年度世話クラブ希望の有無を連絡する。）
石井年度〜小川年度
ハイライトよねやま 202
米山普通寄付のお願い（当クラブ￥3,000×30 分送金済）
第 51 回インターアクト次期指導者講習会開催
2/11（土）9：30 ～和光中央公民館
●青年会議所より
新年会出席のお礼
●熊谷桜よさこい・熊谷鳴子会より
「第 9 回くまがや桜よさこい」協賛のお願い
1 口￥5,000 より
●熊谷美術家協会より
「第 51 回記念公募熊谷市美術展」賞状・賞品交付のお願い
会長賞￥10,000（例年通り）
●高城神社より
2/3 節分祭の案内 18：30 ～（欠）
●立正大学学園新聞
136 号（29.1.1 発行分）届いております。
●藤澤職業奉仕委員長より
職場訪問の案内 3/8（水）米軍横田基地
●青少年交換学生候補
伊佐山桃加さん挨拶
昨晩は挨拶の時間を設けていただき、ありがとうござ
いました。食事まで御馳走いただき、いろんな方とお
会いできて嬉しかったです。
例会日

出席

欠席

MU

出席率
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1

63.33%

幹事報告
市川 富夫

職業奉仕委員会

幹事

ガバナーエレクトより
次年度地区役員・委員の委嘱について
野中弘之・井桁憲治・中山康徳 3 名
●ガバナー補佐より
ＩＭプログラム（案）が来ました。
12：30 ～ 18：00 アイトピアにて
●

◎点鐘：石井典男会長

●

会長の時間
石井 典男

18時30分

藤澤 貞彦

委員長

職場訪問例会について
青少年奉仕委員会
井桁 憲司

会員

伊佐山さんの紹介
kumagaya-east-rc.com
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石井典男会長

青少年交換学生候補

久しぶりの采帆久亭さんでの移動例会です。盛沢山の内容の

伊佐山 桃加 さん

例会で楽しい一刻を過ごして下さい。
岩崎孝男会員

皆さん こんばんは。
大妻嵐山高校１年生の伊佐山桃加です。
このたびはご推薦いただきありがとうございます。
私は幼いころ、初めて旅行したオーストラリアで満足にコ
ミュニケーションが取れず悔しい思いをしたことから、
井桁先生の運営する英会話教室に通い始めました。
この教室では英語のみならず他国の文化を知ることの楽しさ
や意味、互いに助け合う姿勢など、とにかく沢山の事を学び
ました。ここでの教えがあるからこそ、挑戦することができ
たのだと思います。
またご縁があり、小学５年生の時に東日本大震災の被災者
の復興支援のため開催されたカレーパーティーに参加しまし
た。ここでは友達もでき、とても楽しかったのを覚えています。
そして、井桁氏、細川御夫妻、深町氏、ナビーン氏をはじめと
する皆様と出会い、インドにも連れて行っていただきました。
インドでは寺子屋支援ということでご一緒し、自分と同じ年
齢の子たちが自ら働き生活していく様子を見て自分の未熟さ
を感じました。
当時の私は大人になったら私も支援できるだろう、支援しよ
うと漠然と考えていましたが、支援に限らず人を助けること
の責任の重さ、難しさには気づいていませんでした。
その他にも熊谷東ロータリークラブさん主催の青少年剣道大
会などの活動を見てきて、奉仕の気持ちを実践したいと思う
ようになりました。
これからは私が与える側となれるよう、より視野を広げ、
多角的な視点で自分がどのように貢献していくことができる
のか考えたいと思い、留学を強く希望しました。
そして、熊谷東ロータリークラブさんは今年で創立 40 周
年ということで、この年に留学できることを大変意味深く感
じております。
現在は、月１回ほどのオリエンテーションで日本の文化やス
ピーチの仕方などを学んでいます。
これから英語の勉強も含めどんどん準備していこうと思いま
す。至らない点も多いですが、これからもよろしくお願い致
します。
長くなりましたが、ありがとうございました。
三上

敬太

本日は、弊社采帆久亭をご利用いただき有り難う御座います。
清水利夫会員

本日は年に 1 度の裁判官、検察官、弁護士会との懇親新年
会となっています。

こちらを優先しましたので、ロータリーの方は欠席とさせて
頂きます。

浅井純次会員

2 月 1 日、2 日に開催されます、彩の国ビジネスアリーナ
2017 に出展します。
高橋勤二会員

夕刻例会楽しませて頂きます。
ＳＨＡＲＭＡ

ＮＡＶＥＥＮ会員

ももかちゃん、ＮＩＣＥ

ＴＯ

アメリカで頑張って下さい。

ＳＥＥ

ＹＯＵ

ＡＧＡＩＮ

新井公二会員

本日は、青少年関係でアメリカに行く娘さんを送り出すおかあ

ちゃんに、気持は、私が台湾に行った時の数年間の妻の気持
ちとリンクしたようです。まずは、行動する娘を信じましょう。
井桁憲治会員

今日は青少年交換学生候補生の伊佐山桃加さんとお母様を、
お迎えしておりますので、宜しくお願い致します。
一年間の留学を目指して勉強をして下さいね。
小川 智会員

お世話になります。小川です。もう 1 月が終わり 2 月にな

ろうとしています。月日が経つのは本当に早いものですね。
これをあと 11 回繰り返すと 1 年が終わりです。
三上敬太会員

この度、2/1 付人事異動により新潟支店に行くこととなりま
した。皆様には大変お世話になりました。今後とも宜しくお
ねがいします。

藤澤貞彦会員・安藤久乃会員

本日は采帆久亭さんにお世話になります。美味しいお料理楽
しみにしていました。伊佐山様、石田会員卓話楽しみにして
います。

角田健会員・草薙友光子会員

こんばんは。久し振りの夕刻例会で采帆久亭さんでできるの
をとてもうれしく思います。三上さんとは短い期間でしたが

会員

良い思い出を作って頂きました。ありがとうございました。

転勤の挨拶

石田純道会員

本日は久し振りの移動例会で楽しみにしておりました。

ニコニコ BOX
石田 純道

ニコニコ BOX

本日

累計

1.25

￥28,000

￥454,000

委員長

石井会長・武藤副会長・市川幹事
みなさん、こんばんは。

お客様に伊佐山様母子をお迎えしております。宜しくお願い
ます。
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〈次回 2/8 のご案内〉
外部卓話 高木侃（ただし）氏

