☆ＲＯＴＡＲＹ

ＣＬＵＢ

ＯＦ

ＯＭＩＹＡ

ＳＯＵＴＨ

☆

大宮南ロータリークラブ週報
No.1155／第 1622，1623 回例会（12.20，1.10）創 立・昭和 53 年 6 月
（2012．１．17 発行）
例会日・毎週火曜日 12：30～13：30
会 場・サンパレス
会長 八木嘉奈枝
副会長 相澤 和悦・阪 とし子
幹事 大沢 守輝
事務所・さいたま市大宮区下町２－51－８コーポＫＥＮ406 ☎（048）645－0180 FAX （048）648－2188

REACH WITHIN TO EMBRACE HUMANITY

心の中を見つめよう 博愛を広げるために
は，ここから楽しかったことですが，なでしこジャ
パンの活躍でしょう。
第７は初孫の小学校入学です。
第８は原発の冷温停止です。第９には娘たち夫婦，
孫たちがみんな元気で仲良く平穏に一年を送ってく
れた，これが私の中では一番うれしいことでござい
ます。最後に昨日大変なニュースが飛び込んで来ま
した。北朝鮮の金正日総書記の死去，全世界に激震
が走ったということで，これで重大ニュースとして
まとめてみました。
来年は台湾永和ＲＣへの訪問が３月９～11 日に
ありますので，万障お繰り合わせの上会員の皆様，
奥様にはご参加いただけますようお願いいたします。
まもなく今年も終了となりますが，半年間のご協
力をいただきましてありがとうございます。お体に
はくれぐれもご注意いただいてぜひ良いお年をお迎
えいただきたいと思います。来年は皆様にとりまし
て最高の年になりますようにお祈りいたしまして，
今年最後の会長挨拶とさせていただきます。
☆報告
・会長・幹事会がありました。後半は 3/3 にＩＭ，
増強に力を入れていただきたいということでした。

第 1624 回例会プログラム
12：30 開会点鐘
国歌斉唱「君が代」
ロータリーソング
ターゲット唱和・四つのテスト唱和
ビジター紹介
会長挨拶及び報告
幹事報告
各委員長報告
外部卓話
石井 快君
出席報告
ニコニコボックス報告
13：30 閉会点鐘

会長挨拶及び報告
八木嘉奈枝会長
先週のクリスマス忘年家族会では，会員の皆様ご
家族の皆様のご協力をいただきまして，チャリティ
ーオークションも予想以上に品物が集まり，盛大に
締めくくることができました。ありがとうございま
した。
今年の私の重大ニュースをまとめてみました。第
１はこの大宮南ＲＣの会長に就任したことでござい
ます。本当に無我夢中で半年間やって参りました。
大変名誉なことでございます。第２が東日本大震災
です。第３には原発から端を発しましたエネルギー
問題。第４がその非常事態の中首相が交代，どじょ
う内閣が誕生いたしました。第５に名誉会員でいら
した清水会員とのお別れでございます。第６番目に

事報告

大沢 守輝幹事

① 秀飯舎のカレンダーが来ているのでお持ち帰り
を。
② 忘年家族会のチャリティーオークションでは
218,000 円集まる。
③ 地区より，東日本大震災義援金を福島・宮城・
岩手のガバナーに寄贈。
④ 日本ロータリー親睦ゴルフ会より，沖縄のゴル
フ大会のお誘いがきているので，興味のある方は
事務局まで。
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ご 挨 拶

宗像 英明会長ノミニー

大宮南ＲＣに入って長いのですけれども，不良会
員でしたが，皆さん会長をなさっていずれはしなけ
ればいけないなと思っていたところに，八木会長の
方からお話をいただきました。今後十分勉強させて
いただいて，皆さんのご指導を仰ぎたいと思います
ので，よろしくお願いいたします。

片岡 隆史会員
私は 1956 年神奈川県横浜桜木町に生まれました。
７年前に新聞販売店を始めるにあたり埼玉に来まし
て，ロータリーに入会させていただきました。
私の父はニューヨーク生まれ，祖母はアメリカ人
で私はクウォーターです。祖父は日本郵船で世界中
を回っておりました。父は税理士をしており，戦後
には横浜で通訳の仕事をしておりました。不動産の
仕事などもしており，
すごくかっこいい父親でした。
７つ年上の兄が仲間と家でバンドの練習をしてお
り，私もドラムを始め，中学生になるとジャズドラ
マーのジョージ川口に内弟子のような形で，蒲田ま
で学校が終わると練習に通っていました。高校２年
の時にソニーレコードのプロテストに合格し，スタ
ジオミュージシャンの仕事をするようになりました。
将来的には，父親の影響で経営者になりたいという
希望があり，新聞宅配がメインなのは日本だけだと
知り，
朝日新聞で経営者を前提とした募集を目にし，
７年前に独立して今に至っています。

出席報告

片岡 隆史出席委員長

会員数 38 命 出席者数 19 名 出席率 50.00％
前回修正出席率 76.31％

鎌田
晃会員
本日の合計 ￥19,000
本年度の合計 ￥385,000？
・半年間のご協力を感謝いたします。皆様良いお年
をお迎えください（八木）
・片岡会員卓話ありがとう
ございました（大沢）
・会員卓話ありがとうございま
した
（橋本）
・片岡さん卓話ありがとうございました。
八木会長，大沢幹事，上期ゴールまじか，お疲れ様
でした（高橋）
・片岡さん卓話ありがとうございます
（斉藤）
・片岡さん卓話ありがとうございました。小
林さん箱根駅伝ガイドありがとうございました（柴
田）
・片岡さん卓話ありがとうございました（鎌田）
・
片岡さん卓話ありがとうございました（張）
・卓話あ
りがとうございました（山口）
・片岡さん頑張って下
さい
（龍前）
・ご無沙汰してしまい申し訳ありません。
片岡さん卓話ありがとうございました。張さんいら
っしゃい（押目）
・今年１年会員の皆様大変ありがと
うございました。来年もよろしくお願いします（黒
臼）
・次年度皆様のご協力よろしくお願いいたします
（佐藤）
・今年最後の例会ですね。来年もよろしくお
願いします（宗像）
・卓話ありがとうございました。
早退します。皆様良いお年を（小林）
・寒くなりまし
たのでお体には十分気をつけてください（片岡）
・ク
リスマス忘年家族会ご協力ありがとうございました
（堀）
・先日の忘年クリスマス会楽しかったです（山
崎）
・本年中はお世話になりました。また来年もよろ
しくお願いします（大渕）
◇本日の司会者◇
黒臼 秀之ＳＡＡ

◇クラブ総会◇
議題 1. 2013－20124 度会長ノミニーの指名
議題 2. 第 2770 地区ガバナー補佐の任命
議題 3. 次年度理事役員の決定，承認
◆議題１について，八木会長より宗像英明会員が指
名され，満場の拍手で賛同が得られる。
◆議題２について，
第 2770 地区ガバナー補佐に斉藤
博一会員が任命される。
◆議題３について，佐藤誠会長エレクトより発表が
行われ，拍手をもって承認される。
2010－2011 年度理事・役員
会
長 理事・役員 佐藤
誠
副
会
長 理事・役員 柴田
覚
副
会
長 理事・役員 山崎 光夫
幹
事 理事・役員 押目 重夫
会 長 エ レ ク ト 理事・役員 宗像 英明
会
計 理事・役員 柴崎騏一郎
Ｓ
Ａ
Ａ 理事・役員 鎌田
晃
直
前
会
長
理事 八木嘉奈枝
ｸﾗﾌﾞ管理運営部門委員長
理事 堀
奉之
会員増強・向上部門委員長
理事 高橋 正雄
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門委員長
理事 黒臼 秀之
プログラム委員長
理事 樺沢 二郎
親 睦 委 員 長
理事 片岡 隆史
35 周年記念事業実行委員長
理事 斉藤 博一

早朝例会
平成 24 年 1 月 10 日（火） 氷川神社
手水舎前 10：00 集合
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