
第 1501 回例会 2017・12・12           ﾆｺﾆｺ 本日 38,000 円 累計 412,932 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会長の時間          堀江 大 

  

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

清水の舞台から飛び降りる覚悟で、早半年が過ぎ

ようとしています。 清水の・・・・ 

必死の覚悟をもって物事を実行する。との意味で

すが。 

明治５年、政府が飛び降り禁止令を出しました。 

後にも今まで、この禁止令が出たのは清水の舞台

のみ。 

江戸中期から明治５年まで 324 人が飛び降りて、

２４人が亡くなっております。当時は木々が生い茂

り土が柔らかかったのもあったのでしょう。 

先週のニュースで平成31年4月 31日で国民の象

徴。平成天皇陛下が退位することが決まりました。 

戦後 70 数年経ち、戦争責任は天皇には無し。 

しかし天皇家の資産は没収。今の額にして 7500

憶円 

昭和 22 年、皇族剥奪・華族の特権廃止。 

財産税に苦しむ旧宮家、華族。 

ある企業家がその都心部の邸宅を買収し８か所

のホテルを開業。プリンスホテル。 

東京プリンスホテルは徳川家の霊廟跡地で東京

オリンピックのために企画建設したがその創業者

は見届けることができませんでした。 

その方は、絶頂期には横浜市に匹敵する土地を買

収し、当時の金額で 12 兆円とのこと。１代で築い

た企業家。 

 

幹事報告                堀江 大 

理事会報告 

■次年度の会長ﾉﾐﾆｰ、役員・理事の選出・・・年次

総会に提案 

■出席報告 

月 日 12/5 

会員数 29 

出席者 24 

出席率 82.8％ 

前回修正 － 

 

松木 修平 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

12/12 日本弁理士政治連盟 

筆頭副会長 福田 伸一様 

12/19 例会変更  

 12/23 Xmas party 

12/26 例会取消 

12 月ご主人・ご夫人誕生 

上野 和子 堀江 恵子 

松木 志保 木村 孝 



■Xmas party・・・12 月 23 日(土)  点鐘 6 時 

              ﾍﾞﾙｳﾞｨ ザ・ｸﾞﾗﾝ  

■新年会・・・1 月 16 日(火) 堤新亭 午後 6 時～  

       理事会 午後 5 時～ 

■地区協議会・・・早稲田大学 4 月 22 日（日） 

■11 月 21 日(火) ｸﾗﾌﾞ親睦ｺﾞﾙﾌ会計報告承認 

■こども将棋大会・・・1 月 28 日（日）お手伝い 

4 名以上依頼 

■IM・・・ 2 月 18 日(日) 卓話 森永 卓郎様 

 

幹事報告 

◇派遣年度 2019 年 7 月 1 日~2020 年 6 月 30 日

ﾛｰﾀﾘｰ財団「海外派遣」奨学生募集ポスター掲示

のお願い 

◇2018-19 年度 会長・幹事登録表について 

◇所沢市 秘書室より「平成 29 年度所沢市表彰式」

の写真を頂きました。 

◇例会変更・・・所沢中央 RC 

◇週報・・・飯能 RC 

 

ニコニコボックス       中村 茂 

堀江 大  先々週の移動例会 大勢の御参加有り

難うございます。明日から台湾に行っ

て来ます。 

鈴木 伴忠 本日 理事会にて次年度役員の御承認

を頂きました。有難うございました。

皆様 宜しくお願い致します。 

小暮 博攵 ｺﾞﾙﾌ場のﾈｯﾄの中にいた「大鷹」を保

護して 今朝 保護委員の方と山に放

しました。貴重な野鳥ですのでｶﾗｽに

食べられずに助ける事が出来て良か

ったです。 

須澤 一男 33年所沢西ｸﾗﾌﾞにいて 初めてｺﾞﾙﾌに

優勝しました。これはﾊﾟｰﾄﾅｰの師岡さ

んと内野さんのお䕃です。有難うござ

いました。 

本橋 正夫 先日のｸﾗﾌﾞｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟで会計をやりま

した。残金 16,700 円にﾌﾞｰﾋﾞｰ賞のお

祝を足して 17,000 円ﾆｺﾆｺに入れま

す。 

内田 学  先月末 父の白内障手術の為 例会を 

休みました。93歳 無事終わりました。 

中村 茂  前回休みました。 

 

親睦委員会        師岡 友次 

12 月 23 日(土) ﾍﾞﾙｳﾞｨ ｻ・゙ ｸﾞﾗﾝにて ｸﾘｽﾏｽﾊﾟ

ｰﾃｨｰを開催致します。まだまだ受け付けていますの

で、大勢の皆様の御参加をお待ち致しております。 

       

✿役員選考委員長        内田 学 

 

 

 

 

 

 

 

皆様今日は、10月 24日パスト会長会議において、 

会長ノミニーに、高橋和男君、幹事に、荻野陽一君

が、満場一致で、推薦され、11 月理事会で承認さ

れ、心良く、お引き受け頂いた事を、年次総会で、

御報告致します。 

 

✿会長エレクト        鈴木 伴忠 

本日 理事会に於いて次年度の役員・理事の御承

認を頂きました。皆様の御指導を賜りながら一生懸

命頑張って参りますので宜しくお願い致します。 

会   長      (役員)   鈴木 伴忠 

副 会 長    （役員）    大舘 信夫 

会 長ｴﾚｸﾄ    （役員）   髙橋 和男 

幹   事      (役員)    師岡 友次 

直前会長          （役員）   堀江 大 

 



ｸﾗﾌﾞ管理運営委員長（理事）    和記 毅 

会員増強委員長      (理事)   本橋 源太郎 

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長  (理事)   山田 富男 

財団・米山委員長    (理事)   室伏 秀樹 

職業奉仕委員長      (理事)  内野 忍 

会      計          (理事)    栗原 和明 

副  幹  事          (理事)   荻野 陽一 

 

✿会長ノミニー         髙橋 和男 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

只今会長ﾉﾐﾆｰの承認をいただき大変有り難うご

ざいます。正直言ってこんな私で本当にいいのか甚

だ疑問でありますが、力不足ながら一生懸命 貴重

な皆様の会費を有効に使える様 数々の事業を展開

していくつもりですのでご協力の程 宜しくお願い

致します。 

 

✿地区協議会実行委員長   室伏 秀樹 

来年 4 月 22 日（日）に 51 年に 1 回の担当ｸﾗﾌﾞ

となりました。現在、早稲田大学三ヶ島ｷｬﾝﾊﾟｽの諒

解を得ました。使用料の見積もりが 、109,6 万円で

す。前年の日高 RC 駿河台大学開催が、74, 5 万円

でした。値引きして貰うべく交渉しています。  

当日は、皆さん全会員の御協力を節にお願いします。 

 

         今週の担当  山田 富男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


