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大宮南ロータリークラブ週報
No.1288／第 1801 回例会（10. 20）
（2015. 11. 10 発行）
会長 龍前 篤司

創 立・昭和 53 年 6 月
例会日・毎週火曜日 12：30～13：30
例会場・サンパレス
副会長 高橋 正雄 ・ 藤井 フヂ子
幹事 片岡 隆史
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世 界 へ の プ レ ゼ ン ト に な ろ う
▼幹事報告
第１８０１回例会式次第
ロータリーソング「我らの生業」
会長挨拶・報告
幹事報告
委員長報告
今週の事業紹介
卓話
出席報告
ニコニコ BOX 報告
閉会点鐘

・やどかりの里機関紙・ハ
イライトよねやま・年次
報告書を回覧していま
す。
・RC も協力している「さ
いたま市暴力排除推進協
議会」が表彰されまし
た。そのお知らせを回覧
しております。
・
「防犯・暴力排除・交通
安全市民大会の案内を回覧しています。
✿先日メーガーさん御一家がいらっしゃいましたが、お礼の
電話を横浜ベイ RC の２５９２地区ガバナー補佐 古谷様
から頂きました。
「お近くにいらしたらヨコハマグランド
コンチネンタルホテルで例会を行っていますので、是非お
立ち寄りください。
」とのことでした。(水曜日 7 時～8 時)

司会 杉村 俊明 SAA

▼お客様紹介
東京記者クラブ会友幹事

▼会長挨拶・報告

小平 啓介副幹事

高橋 正雄副会長
斉藤 柳光様
龍前 篤司会長

昨日は「ポリオ撲滅チ
ャリティーゴルフコン
ペ」に参加して参りまし
た。杉村さん、阪さん、
小平さんの 4 人で参加し
たのですが、４、５人に
一人しか貰えない商品
を、2 人貰って来ました。
今、マンションが傾い
てしまったということで
大騒ぎになっていますが、ここ数年、タワーマンションによ
る節税が流行っています。最近は加熱気味になっていて、心
配なことも起きています。1 つは、海外の人が買っている。
もう１つは値が上がってしまっている。そして、すでに起こ
っていますが、マンションの管理費を払えなくなる人がでて
きて修繕できず、マンションの暴落がおこる可能性がありま
す。マンションの管理組合がしっかりしているということが
大事です。2020 年問題ということになります。

▼委員長報告

山本 かなえ会員

１１月８・９の京都旅行
へのご参加は只今１６名で
す。
８日はゆっくり京都に着
きまして福地様と合流いた
しまして料亭「あと村」で
お食事、二次会も福地様が
予約をして下さっていま
す。
二日目の朝食はとても
有名な瓢亭(ひょうてい)の朝粥を召し上がって頂きます。そ
して大原三千院や普段個人では行けないような場所も見て頂
き京都駅から帰宅というコースになっております。
今からでも間に合いますので是非ご参加ください。
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地域社会奉仕委員会 大沢 守輝委員長
・ペットボトルキャ
ップ専用の袋がテー
ブルに置いて在りま
すので会社に持ち帰
り集めて下さい。
ご協力宜しくお願
い致します。
・袋が一杯になりま
したら事務局にお持
ちください。
・民間の団体でキャップを回収したのに寄付してい
なかったということが有りましたがロータリーク
ラブでは必ず寄付しています。

My

Rotary 担当
My

▼卓話

東京記者クラブ会友幹事 斉藤 柳光様
オリンピックで大問題
になった新国立競技場
は、その前からラグビー
のために建てられること
になっていたのですが日
本ラグビーは弱かったの
で、いつの間にかオリン
ピック主体になり、大問
題はラグビーの試合を熊
谷でやることで、終結さ
せました。ところが、現在は日本中でラグビー人気
が高まりオリンピックどころではない経済効果も見
込めるようになりました。世界から見ると日本の競
技場は規模も数も少ないのです。これから競技場問
題はどうなって行くのか見守って下さい。
◇巨人軍の旬の話題、高橋監督誕生、選手の賭博行
為のお話からスポーツ界全般のお話し。スピード
感あふれる話術で最後まで気を抜くことなく聞か
されてしまいました。

根岸

淳一員
Rotary は、
ロータリーの会員を登
録することによって、
いろいろな情報交換が
でき、また、地区側か
らの情報も頂けるよう
なサイトです。今年は
大いに登録を進めるよ
うに地区から連絡を頂
いております。
当クラブのホームページに登録の仕方を今日中に
載せます。明日以降ホームページを開いて見てくだ
さい。

▼出席報告

出席委員会 三浦賢一郎委員長
会員数 41 名 出席者数 25 名 出席率 60.98％
ニコニコ BOX

24,000 円
斉藤様、卓話ありがとうございました。阪さん、杉
村さん、小平さん、ゴルフお疲れ様でした・・龍前
斉藤柳光様、卓話有難うございます。根岸会員コス
プレ楽しみにしています・・・・・・・・・・杉村
この時期になると無性に斉藤さんの話が聞きたくな
ります。卓話有難うございました・・・・・・清水
斉藤様、スポーツ秘話いつも楽しみにしています・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・小平・福光
斉藤様、卓話ありがとうございます。しげみさんの
こと、よ～くわかりました・・・・・・・・・堀田
斉藤様、貴重なお話し有難うございました。高島屋
は４５周年、ありがとうございます・・・・・山田
１０月２９日大宮高島屋さま、４５周年記念セミナ
ーがあります。
「充実人生のための資産運用と相続セ
ミナー」午後 1 時と午後 3 時の 2 回開催です・川崎
記者生活が伝わってきました。斉藤様、有難うござ
います・・・・・・・・・・・・・・・・・・植村
斉藤様、本日はとても楽しくお話を伺えると心待ち
にしていました。少年スポーツに関わる者として
しっかり伺いたいと思います・・・・・・・・真田
斉藤柳光様、卓話有難うございました。しげみさん
お疲れ様でした・・・・・・・・・・・・・・宗像
本日は中座で申し訳ありません・・・・・・・山本

▼今週の事業紹介
㈱ダッド アムール
代表取締役 羽田しげみ会員
会社の名前「ダッド
アムール」は、父の残
してくれた資産を元に
会社経営をしておりま
すので、私が作った言
葉ですが、父の愛とい
う意味です。不動産管
理をしております。
もう一つ、JC の関係
で、５か所ほど保育園を経営している先輩に保育園の
ピアノ講師を頼まれ、続けています。お子さん５人か
ら始めたのですが、今では３０人以上になりました。
先輩のお蔭でピアノの仕事ができ、同じく JC に入っ
ていた根岸さんと一緒に仕事をしたお蔭で本来の仕事
も増えました。JC からの流れで RC にも入り、今す
ごくいい人生を送らせて頂いていると思っています。
最後に一つご紹介させて頂きます。この度、その
JC の関係で中央 RC の星野時夫さん所属のロータリ
ーベンチャーズのキーボードとなりました。１２月
６日(日)にロイヤルパインズホテルでコンサートをや
ります。ポリオ撲滅コンサートとなっております。楽
しいコンサートになりますので、お出かけください。

事業報告をさせて頂きます。有難うございます・羽田

斉藤柳光様、いつも楽しいお話を戴き有難うござい
ます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・根岸
斉藤様、ようこそ・・・・・・・・・・・・・樺沢
斉藤様、卓話ありがとうございました・・・・・阪
・高橋・山崎・藤井・佐藤・堀・柴田・三浦・松尾
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