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会長の時間        鈴木 真澄 

12 月 5 日～8 日まで台湾の姉妹クラブである「吉 

安ロータリ－クラブ」を訪問してきました。参加し

てくださいました皆さんお疲れさまでした。 

台北の松山空港から花蓮まで電車で行ったので 

すが駅まで吉安ロータリ－の会長、幹事の奥様、他

大勢の会員の皆さんでお迎えをして頂き、夕食をご

馳走になりホテルまで送って戴きました。 

翌日はいろいろな所を観光案内していただき、日 

本の「おもてなし」の心ではないですが、とても歓

迎をしていただき、感謝の気持でいっぱいです。 

夜は 34 周年の式典が行われたのですが、180 人 

位の参加者で、日本の式典とは異なり、とても賑や

かで、盛大でした。 

吉田団長の綿密な計画と先方との密な連絡をし 

て頂いたお蔭で全て計画どうりで、とても楽しく行

って来ることが出来ました、吉田団長ありがとうご

ざいました。 

訪問時の私の挨拶原稿です、当日は台湾語で挨拶 

をしました。 

＜吉安ﾛｰﾀﾘ-ｸﾗﾌﾞ訪問挨拶 2014 年 12 月 6 日＞ 

 皆さん今晩は只今紹介して頂きました、所沢西ロ

ータリークラブ会長の鈴木です。 

吉安ロータリークラブ 34 周年おめでとうござい

ます。本日はお招き戴きありがとうございます。 

 御クラブとは 26 年という長きにわたり姉妹クラ

ブとして交流を深めてまいりましたが、我がクラブ

も今年度 30 周年を迎えることができました。 

ついては2015年3月27日に30周年記念式典を、 

日本でも「日本庭園」が美しいので有名な「椿山荘」 

という会場で行う予定です。また詳細が決まりまし

たら連絡させていただきますので、是非皆さんでご

参加いただきたく、本日は 10 名でお願いに参りま

した、どうぞ宜しくお願い致します。最後にご臨席

の皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。 

 

幹事報告          堀江 大 

◆全国青少年交換ｼﾝﾎﾟｼﾞｭｰﾑ開催のご案内 ・・・

2015 年 1 月 18 日（日 ）神戸国際会議場 

◆新しいクラブ請求書導入に向けて 

■出席報告 

月 日 12/9 

会員数 36 

出席者 27 

出席率 75％ 

前回修正 77.8％ 

 

 

 

 

 

上野 孝二 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

12/16 例会振替 12/20（土） 

    ｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾃｨｰ 

12/23 法定休日 

12/30 例会取消 

1/6  新年会  於：堤新亭 

  

 



◆「再送」ジャパン・ロータリーデーⅡin 東京のご

案内 

◆2016-2017 年度ガバナー候補推薦締切につい

て・・・ 12/5 をもって締切としました。 

◆12/27～1/6 地区事務所の年末年始の休暇 

◆沼崎ガバナー補佐様から 

＊次年度ガバナー補佐輩出のお願い 

＊2015年 2月から 3月初旬 ガバナー補佐訪問

のお願い 

◆2014 年~2015 年 ＩＭ 第 1 回実行委員会打合せ

会  12 月 11 日(木) 午後 6：30～ 

◆岡部ロータリークラブ様・・・事務所移転のお知

らせ 

◆例会変更・・・所沢東ＲＣ 

◆週報・・・所沢ＲＣ 

 

広報・雑誌委員長     新井 正義 

 11 月 30 日（日）糀谷八幡湿地にて収穫祭が開催

されました。三ｹ島小学校5年生、約50名の児童と、

父兄、先生方、保存会の皆さんで、盛大に行われま

した。当クラブより新井 正義が参加しました。生

徒全員が、キネを持って餅つきの体験学習をしまし

た。   

 父兄、先生方も一緒になって体験していました。

つきたてお餅を、アンコ、キナコ、カラミ、ショ 

ウユの 4 種類に分けて、試食を楽しんでいました。

お正月のお餅はこうして出来ると説明を受け、感 

動していました。 

 所沢西ロータリークラブでは、田植えから、稲刈

り、脱穀、餅つき、等に参加して、子供達の体験学

習に参加しております。 

 

 

国際奉仕委員長      吉田 栄治 

国際奉仕委員会よりご報告します。３４周年記念

式典の吉安ＲＣの招待を受けての、台湾訪問無事帰

国しました。全員事故なく、元気よく楽しい旅行で

した。毎度のことながら、大歓迎を受け、大歓待に

感謝感激でした。 

 なお、当クラブの３０周年記念の招待の件と姉妹

クラブ継続の件伝達してまいりました。３月の来日

には２０名以上でお祝に来るそうです。いま、台湾

は、中国からの観光客が多く景気が良く、会員皆元

気です。以上帰国報告とします。 

  

財団・米山委員長         中村 茂 

 先週 配布致しました ガバナー月信 12 月号 

Ｐ13 に財団表彰の 6 名 平岡 徳大様 山﨑 武邦

様 小暮 博攵様、山田 富男様、高橋 和男様、和

記 毅様の写真が掲載されております。 

 

30 周年記念委員長      室伏 秀樹 

 本日 例会終了後 30 周年記念委員会を開きま

す。お集まり下さいます様お願い致します。 

 

 ニコニコボックス     師岡 友次 

所沢中央ＲＣ 柴山 高市様 師走の忙しい中に

お騒がせしております。この度もよろ

しくお願いします。 

鈴木 真澄 吉安ロータリーを 10 人で訪問してき

ました。参加の皆様、団長の吉田さん

有難うございました。 

堀江 大  柴山様 ようこそ。本日年次総会です。

宜しくお願いします。 

内田 学  ﾆｰﾊｱｰｵ 台湾から帰って来ました。本

日の年次総会よろしくお願いします。 

室伏 秀樹 もう酒は、ダメよ、ダメダメ！ 吉安

お世話様でした。 

大舘 信夫 しばらく休みました。地区大会参加し

て来ました。台湾 吉安訪問御苦労様

でした。 

本橋 正夫 14 日までｶﾞﾝﾊﾞﾘます。宜しくお願い

致します。 

師岡 友次 欠席して申訳ありませんでした。 

荻野 陽一 欠席して申訳ありませんでした。 



広報・雑誌委員長     新井 正義 

  

 

 

＊指名委員会     室伏 秀樹・栗原 和明  

  10 月 7 日(火)の理事会決定により、「次次年度役

員選考委員会」が設置され、10 月 31 日（金）堤新

亭において、栗原直前会長により、ﾊﾟｽﾄ会長会を開

催しました。   

 直ちに指名委員会として 2015~16年度 会長ノミ

ニー 山﨑 武邦様・同幹事 高橋 和男様を指名

し、本人と折衝し、ご了解されましたことを御報告

致します。12 月 2 日(火)の理事会において承認され

ました。 

  

＊次年度会長          内田 学 

  次年度役員・理事候補を次の通り推薦します。12

月 2 日の理事会において承認されました。 

敬称略 

 会  長         内田 学 

 会長エレクト       山﨑 武邦 

幹  事         鈴木 伴忠 

ＳＡＡ      次年度理事会で決定します。 

クラブ管理運営委員長   荻野 陽一 

会員増強委員長      栗原 和明 

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長    師岡 友次 

財団・米山委員長     山田 富男 

会  計         吉田 栄治 

直前会長         鈴木 真澄 

副幹事          高橋和男 

職業奉仕委員長      室伏 秀樹 

国際奉仕委員長      本橋源太郎 

 

以上12名を次年度の理事として提案します。 

 

 指名委員の方のご尽力により次次年度の

会長、幹事が決定致しまして、御承認有難う

ございます。役員の方は大変だと思いますが

どうぞよろしくお願い致します。 

           会長 鈴木 真澄 

 

 

国際ロータリー 第 2570 地区 

2014 年―2015 年度の 

地区大会 

大会テーマ 「学んで行動しよう」 

     Ａｃｔｉｏｎ 

 

＊大会 1 日目  12 月 6 日 (土) 

          川越プリンスホテル 

  ・地区指導者育成セミナー 

  ・ＲＩ会長代理御夫妻歓迎晩餐会 

  ・祝宴 懇親会 

＊大会 2 日目  12 月 7 日（日） 

          きらり☆ふじみ 

  ・点鐘 ―― 9 時 30 分  

・各種委員会報告 

   ・食事：ミニコンサート 

   ・記念講演「一般市民公開」 

   ＜現代教育事情 ―子供達は今―＞ 

       齋藤 孝様(教育学者) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年次総会 



 

♥鈴木会長から見事な赤富士のプレゼント♥ 

  ♥ 宴 たけなわ 舞台で大合唱 ♥ 

  ♥花蓮駅まで大勢の会員さんのお迎え♥ 

 

  ♥鈴木会長 流暢な台湾語でスピーチ♥ 

 

  

  

 

 

 

 

   ♥ 34 歳の会長エレクト ♥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

今週の担当  須澤 一男 

吉安扶輪社  

34 周年式典訪問 


