越谷ロータリークラブ週報 VOL.2507

◆ ビジター･ゲスト紹介

事務局：越谷市越ケ谷本町 8-7 TEL.048-965-0550 FAX.048-965-6000 Email. koshirc@crocus.ocn.ne.jp
◆会長／安濃 和正 ◆副会長／石河 秀夫 ◆幹事／吉澤 行雄 ◆ｸﾗﾌﾞ広報委員長／飯塚 忠幸
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於：ヴィラデマリアージュ PM6：30 点鐘
◆ 会長挨拶
安濃和正会長
皆様こんばんは。本日は2回目の夜間例会に大勢の
皆様そしてお客様にご出席頂きありがとうございま
す。また第1回親睦ゴルフにご参加の会員･令夫人の
皆様には長時間のお付合いありがとうございます。
須賀親睦活動委員長足の痛い中、段取り･プレーと本
当にお疲れ様でした。
喉も乾いて乾杯したい所ですが夜間例会なのでお
酒の話を少しさせて頂きます。お酒の原料として果
実から作られるワインが有名ですがブドウ･リンゴ･
ナシ･レモン･プルーン･ナツメヤシ等で各独特のお
酒ができます。穀物の米からは清酒･焼酎･紹興酒･泡
盛･マッコリ等、大麦からはビール･モルトウィスキ
ー･焼酎等、トウモロコシからはバーボン等ができま
す。その他にもライ麦･芋等、数多くの原料がありま
す。メキシコのテキーラは産地が決まっていて他の
地域で作ったものはメスカルと言うそうです。殆ど
のお酒には酵母による糖分のアルコール発酵によっ
て作られます。お酒の歴史は非常に古く、原始的な
酒造法は現在でも南米やアフリカの一部で行われて
おり、穀物を口に入れ噛み砕いた後かめに吐き出し
発酵を待つという方法で、古代日本では巫女がその
役だったと伝えられています。越谷クラブには濠酒
の方が大勢おられます。「酒は百薬の長」と申しま
す。程々の量で末永くお付合いしたいものです。以
上で会長挨拶とさせて頂きます。
◆ 幹事報告
吉澤行雄幹事
1、来週7日の例会終了後に2階研修室にて定例理事会
を行います。理事･役員の皆様ご出席宜しくお願いし
ます。
2、日本事務局よりお知らせです。11月1日よりロー
タリーレートが112円から114円に変更となります。
3、3日(金)に2570地区主催のバーベキューが東松山
市にて開催されます。リンさんが出席します。

◆ビジター・ゲスト紹介
越谷中 RC 会長 中村隆雄様･幹事 高橋 護様、
令夫人：鈴木美恵子様･濱野良美様･山本佳子様、
交換留学生 リンさん、元交換留学生 マーシャさん
◆ スマイル報告(敬称略)
＊本日は表敬訪問宜しくお願い致します。/越谷中 RC
会長 中村隆雄様
＊本日は宜しくお願い致します。/越谷中 RC 幹事 高
橋 護様
＊①越谷中 RC 中村会長･高橋幹事本日はお忙しい中
夜間例会にご参加頂きありがとうございます。②秋
親睦ゴルフに参加の令夫人の皆様長時間のお付合い
ありがとうございます。また親睦委員会の皆様段取
り等ありがとうございます。③近藤正成会員結婚･コ
ンペの優勝とおめでとうございます。もっと多くの
例会出席お願いします。/安濃和正会長
＊①越谷中 RC 中村会長･高橋幹事本日はお越し頂き
ありがとうございます。②安濃年度第 1 回親睦ゴル
フにご参加の皆様お疲れ様でした。次回もご参加お
願い致します。/吉澤行雄幹事
＊ロータリー万歳！！/大野光政
＊親睦ゴルフに参加の皆様お疲れ様でした。/井橋武
治
＊①越谷中 RC 会長 中村様･幹事 高橋様ようこそ越
谷 RC へ。②今年度も早いもので 4 ヶ月が今日で終わ
ります。安濃会長･吉澤幹事お疲れ様です。残りの 8
ヶ月頑張って下さい。/井橋吉一
＊今日の親睦ゴルフ、夫婦でお世話になりました。/
鈴木幹夫
＊交換留学生のリンさんは将来 検事になります。ロ
ータリーの皆さん悪い事はしないで下さい。/濱野
豊
＊今年 2 回目のドタキャンならぬドタテン(土壇場
at tend と命名) しかもゴルフもしないのに 5:30 入
場とは不覚の至り 汗タラタラです。/新井 進
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＊①越谷中 RC 中村会長･高橋幹事ようこそ越谷 RC
へ。ゆっくりしていって下さい。②安濃年度の須賀
委員長始め親睦委員会の皆様のお蔭で親睦ゴルフに
て準優勝を頂きました。ありがとうございます。/山
田二三夫
＊親睦ゴルフ･夜間例会と親睦委員会の皆様お疲れ
様でした。/石河秀夫
＊①親睦活動委員長の須賀です。安濃年度第 1 回親
睦ゴルフにご参加の皆様ありがとうございました。
②本日の夜間例会 多くの方のご出席ありがとうご
ざいます。/須賀定吉
＊①越谷中 RC 中村会長･高橋幹事ようこそ越谷 RC
へ。楽しんで頂けたでしょうか。②本日もマーシャ
がお世話になります。少し日本語が上手になりまし
た。/澤田裕二
＊親睦ゴルフ参加の皆様お疲れ様でした。楽しい夜
間例会を過ごしましょう。/坂巻邦夫
＊本日の親睦ゴルフ優勝者 近藤正成会員ご結婚お
めでとうございます。/川口一海
＊本日の親睦ゴルフにご参加皆様大変お疲れ様でし
た。スタート前に山田 P 会長とバンカーの話をして
いたら私にバンカーの魔女が取り付いたみたいです。
次回は誰かに乗り移ってもらおうと思います。/豊田
高行
＊近藤君親睦ゴルフ優勝おめでとうございます。/斎
藤順彦
＊本日の親睦ゴルフお疲れ様でした。晴天の中楽し
かったです。飛び賞 20 位ありがとうございます。/
丹田益生
＊堀さんようこそ越谷 RC へ。1 日も早い入会をお待
ちしております。/森田 隆
＊安濃会長ゴルフお天気も良く･夜間例会も盛会で
おめでとうございます。13 位会長賞も感謝･感謝です。
女房にお土産ができました。/平田徳久
＊親睦ゴルフに参加された皆様大変お疲れ様でした。
/蓮見典史
＊須賀委員長親睦ゴルフお疲れ様でした。委員長が
グリーンに上がると杖でディボットが…とラインが
読みやすくなりました。/若海宗承
＊本日の親睦ゴルフ大変お世話になりました。/増元
晃
＊①堀さんご入会お待ちしております。新栄中の先
輩ですが、ここでは僕が先輩ですので宜しくお願い
しますね！②近藤君、離婚おめでとう！③近藤君、
結婚おめでとうございます。/木村淳一
＊親睦委員会の皆様ゴルフコンペに夜間例会ご苦労
様でした。/岡田直己
＊Ｉテーブル、今のところ 3 人寂しいです。アイに
飢えています。/吉澤雅隆

＊越谷中 RC 中村会長･高橋幹事ようこそお越し下さ
いました。/中島雅樹
＊越谷中 RC 会長 中村様･幹事 高橋様ようこそ越谷
RC へ。/大沢日出夫
＊①越谷中 RC 高橋 護幹事ようこそ越谷 RC の例会
へ。②本日も沢山のスマイルありがとうございます。
スマイル頂いても冷し中華は出ませんので悪しから
ずご了承下さい。/横家 豪
＊①越谷中 RC 中村会長･高橋幹事ようこそ越谷 RC
へ。②堀さんようこそ越谷 RC へ！/瀧田貴夫
＊堀会長ようこそ越谷 RC へ。ご入会お待ちしていま
す。/奥田正樹
＊親睦活動委員会の皆様ゴルフに引き続き夜間例会
の準備ご苦労様です。/小暮直正
＊親睦ゴルフで当日賞とドラコン頂きました。あり
がとうございました。/江藤真吾
＊例会の出席率が悪いのに親睦ゴルフで優勝させて
頂きました。ありがとうございます。12 月からは色々
と落ち着くので出席率上げていきます！/近藤正成
＊①近藤会員ご結婚おめでとうございます。末永く
お幸せに！②体調不良のため急なゴルフ欠席となり
申し訳ありませんでした。/井橋英蔵
＊越谷中 RC 中村会長･高橋幹事本日はようこそお越
し下さいました。/松永賢一
本日 49 件 59,000 円
累計 921,844 円
◆ 出席報告
本日出席率 100 ％
会員数 100 名
出席者数
71 名 出席免除者数 20 名
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越谷中 RC：中村隆雄会長・高橋護幹事

須賀定吉 親睦委員長

津軽三味線

永島信之 親睦副委員長
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第 1 回親睦ゴルフコンペ
於：10 月 31 日（火）取手国際ゴルフ倶楽部

キャンベルタウン RC 来日歓迎会
於：11 月 3 日（金）橋本家 LT 店
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