越谷ロータリークラブ週報 VOL.2563
願

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／平田 徳久 ◆副会長／須賀 定吉 ◆幹事／若海 宗承 ◆ｸﾗﾌﾞ広報委員長／横家 豪

新

年

夜

間

例

会

新年あけまして おめでとうございます

於：福寿家
出席者：81 名

◆ 会長挨拶
平田徳久会長
願いします。親睦活動委員会そして会場運営委員会の
皆さん新年明けまして
皆さんご起立下さい。盛大な拍手をお願いします。
おめでとうございます。
ありがとうございました。更に、ＲＩ2770 地区小林
今年の三が日はお天気
操ガバナーエレクト･宮崎敏博次年度地区幹事にも二
に恵まれ本当に穏やかな
週に亘り例会にご参加頂いております。本当にお忙し
お正月でした。おそらく皆
い中ありがとうございます。後ほどご挨拶をお願い致
さんは、ご家族お揃いで和
します。最後に、平田年度もいよいよ後半戦突入です。
やかに過ごされた事と拝
これまでも至らぬ点が多々あったと思いますが、これ
察いたします。かく言う私
からもどうぞ宜しくお願い申し上げます。
は、地元神社へのお参りと
以上をもちまして、新年初めの会長挨拶とさせて頂
実家への挨拶ぐらいで元
旦より実業団そして箱根駅伝と駅伝三昧の三が日で きます。ありがとうございました。
若海宗承幹事
した。我が母校立教は出ておりませんでしたが、創立 ◆ 幹事報告
150 周年に当たる 2024 年には箱根参戦を昨年末に声 1、9 日(水)に、越谷市 6
高らかにマスコミ発表致しましたので、夢を抱きなが 団体による新春賀詞交換
らの観戦でした。しかしながらＯＢとして募金担当参 会がコミセンにて午後 4
与を仰せつかり、150 周年行事に向けこれから 5 年半 時より開催されます。会
の間で 50 億円の寄付を集めなければならず大変でも 長が出席します。
2、13 日(日)に、第 4 回来
あります。
さて、今年は「亥年」で政治が大きく動くと言われ 日学生オリエンテーショ
ています。4 年に一度の春の統一地方選挙と 3 年に一 ンが下落合コミセンにて
度の夏の参院選が 12 年周期で重なるからであります。 開催されます。
越谷におきましても、市議選と県議選そして参院選が 3、来週 15 日の例会終了後に 2 階研修室にて定例理事
あります。地元経済界にとって良い結果になればと期 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。
待しています。果たしてどうなりますやら？
話は変わりますが、今日はここ福寿家さんでの新年 4、会費のお知らせです。下期会費の納入をお願いし
夜間例会。前回の例会は、東京ディズニーランドホテ ます。尚、銀行口座よりお引き落としの方は、1 月 21
ルでのクリスマス家族例会と二週に亘り会場を変え、 日(月)が振替日となりますので、口座の確認をお願い
楽しいイベントが続いています。本当に瀧田委員長を します。又、FAX にて改めてご案内させて頂きます。
始めとした親睦活動委員会の皆さんには素晴らしい ◆ ビジター･ゲスト紹介
企画内容でお手数をお掛けしております。心より感謝 地区ガバナーエレクト 小林 操様
御礼を申し上げます。また永島委員長を始めとした会 地区幹事 宮﨑敏博様、米山奨学生
場運営委員会の皆さんにもつつがなく会場設営をし 朱 怡睿さん、交換留学生 ロマン君
平田徳久会長
て頂きありがとうございます。どうぞ皆さん、盛大な ◆ 奨学金等授与
米山記念奨学生
朱
怡睿さん、
拍手で感謝の意を表したいと思いますので宜しくお
交換留学生 ロマン君並びに中里ホストファミリー
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◆ スマイル報告(敬称略)
＊①皆様あけましておめでとうございます。本年もプ
＊新年あけましておめでとうございます。本年も宜し ログラムにご協力をお願い致します。②小林ガバナー
くお願い申し上げます。/次年度地区ガバナー 小林 エレクト･宮﨑次年度地区幹事ようこそ越谷 RC へ。
操様
愈々本格的にスタートですね。頑張りましょう。/澤
＊あけましておめでとうございます。本年も宜しくお 田裕二
願い致します。/次年度地区幹事 宮﨑敏博様
＊あけましておめでとうございます。小林ガバナーエ
＊①新年あけましておめでとうございます。今年もロ レクト･宮﨑次年度地区幹事、今日は楽しい時間をご
ータリーライフを共に楽しみましょう。②ガバナーエ 一緒に！/坂巻邦夫
レクト 小林様･次年度地区幹事 宮﨑様 2 年に渡り例 ＊あけましておめでとうございます。今年は健康第一
会に出席頂きありがとうございます。愈々ですね。③ で行きたいと思います。/吉野寛治
親睦活動･会場運営委員会の皆さん、いつもありがと ＊昨年は私事で大変お世話になりありがとうござい
うございます後半戦も宜しくお願い申し上げます。/ ました。今年も宜しくお願い致します。/浅見冨司雄
平田徳久会長
＊あけましておめでとうございます。小林ガバナーエ
＊①新年あけましておめでとうございます。本年も宜 レクト･宮﨑次年度地区幹事ようこそ越谷 RC へ。本年
しくお願い致します。②小林ガバナーエレクト･宮﨑 も宜しくお願い致します。/豊田高行
次年度地区幹事、本日は新年早々お忙しい中ご出席あ ＊あけましておめでとうございます。今年こそ新年号
りがとうございます。③新年早々の例会運営を頂いて と共に新たな一年にしたいですね！/深野洋二
おります会場運営･親睦活動委員会の皆様ありがとう ＊皆さんあけましておめでとうございます。/鈴木
ございます。④近ちゃんの緊張感が何だか楽しいです。 功
⑤朱さん平田会長の鼻の下が伸びていましたよ。/若 ＊平田年度、二度目の出席です。/鳥羽瀬建男
海宗承幹事
＊新年あけましておめでとうございます。平田会長･
＊新年を迎え今年も良い年でありますよう。皆様のご 若海幹事あと 6 ヵ月頑張って下さい！/安濃和正
健勝を祈ります。/坂巻幸次
＊新年夜間例会、楽しく過ごさせて頂きました。親睦
＊あけましておめでとうございます。今年も宜しくお 活動委員会の皆様ありがとうございました。/丹田益
願い致します。/井橋武治
生
＊猪突猛進しないで、ゆっくり行きましょう！/大野 ＊あけましておめでとうございます。旧年中は徳之島
光政
がお世話になりました。平田会長ありがとうございま
＊あけましておめでとうございます。本年宜しくお願 す。/松田繁三
い致します。/鈴木幹夫
＊あけましておめでとうございます。本年も宜しくお
＊①本年宜しくお願い申し上げます。越谷 RC の益々 願い致します。遅れてすいません。/森田 隆
のご発展をご祈念申し上げます。②小林ガバナーエレ ＊新年おめでとうございます。7 月の船出に向け、準
クト･宮﨑次年度地区幹事愈々ですね。国際協議会お 備が本格化してきました。皆様のご協力をお願い致し
気をつけて！/中島美三郎
ます。/増元 晃
＊①新年のご挨拶状を多く頂戴しありがとうござい ＊①皆さんスマイルは不浄なものがおちます。②神戸
ます。本年も宜しくお願い致します。②小林ガバナー さん久兵衛の中トロ 1 貫はネット調べで 1,600 円でし
エレクト･宮﨑次年度地区幹事、新年そうそう当クラ た。③「アドリブにて皆さんへアピール」/木村淳一
ブ例会にお運び下さいましてありがとうございます。 ＊あけましておめでとうございます。職業奉仕委員長
③私が運転すれば良かったのですが太鼓を壊しては として身を粉にして頑張ります。何でも言って下さい。
いけないので瀧田委員長に運んで頂きました。ご利用 /岡田直己
ありがとうございました。/新井 進
＊都合により早退させて頂きます。/清水勝吉
＊越谷駅前からの送迎バスに遅れてしまいました。本 ＊皆様の今年一年が充実して楽しい年でありますよ
年も宜しくお願い致します。/水野泰男
う改めて「乾杯」致します！/中島雅樹
＊平本年も宜しくお願い致します。/石河秀夫
＊あけましておめでとうございます。今年もご指導の
＊①皆様あけましておめでとうございます。②小林ガ ほどお願い申し上げます。/中川美紀
バナーエレクト･宮﨑次年度地区幹事ようこそお越し ＊太鼓の演奏が素晴らしかったです。今井さんありが
下さいました。/神戸廣通
とうございました。/大沢日出夫
＊あけましておめでとうございます。本年も宜しくお ＊あけましておめでとうございます。今年も宜しくお
願い致します。/須賀定吉
願い致します。/瀧田貴夫
＊新年あけましておめでとうございます。本年も宜し ＊あけましておめでとうございます。本年も宜しくお
くお願い致します。/江原武男
願い致します。/江藤真吾
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＊新年早々にカミカミで大変申し訳ございません。本
年も宜しくお願い致します。/近藤正成
＊新年あけましておめでとうございます。本年もロー
タリーライフを楽しみましょう。/春山敏實
＊ダイエット中のコムロです。本年も宜しくお願い致
します。/小室伸和
＊あけましておめでとうございます。今年も宜しくお
願い致します。/坂田敏信
＊今年は幽霊会員から正会員に生まれ変わります。/
堀 貴宣
本日 54 件 78,000 円
累計 1,207,500 円
◆ 出席報告
本日出席率 100 ％ 会員数 97 名
出席者数
75 名 出席免除者数 19 名

小林操ガバナーエレクト・宮崎敏博地区幹事

青少年派遣学生近況
高松 尚輝 君

平田会長・ロマン君・朱怡睿さん・中里ホストファミリー

司会

近藤正成親睦副委員長

木村淳一スマイル委員長
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文教大学太鼓サークルの皆様
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