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会長卓話 

 

吉澤 晴雄 会長 

皆様こんにちは。早いもので 12 月に入り、今年も

残すところあと一月となりました。 

12 月は 17 日に小林操ガバナーエレクト壮行会が

我がクラブ主催で開催されます。今のところ 49 名中

39 名の参加という報告を聞いています。参加される

方は 17日宜しくお願い致します。また、21日はクリス

マス例会という事で、今年は錦糸町にあるホテルで開

催いたします。久しぶりに子どもなしの大人だけのクリ

スマス例会を開催いたしますので、本間親睦委員長

を中心に楽しいクリスマス例会が開催されますようお

願い致します。 

 次々年度のガバナー補佐ですが、年度当初越谷

中クラブの高橋会長より、「中クラブはできないので、

例年通り中クラブを飛ばして北クラブでお願いします」

と、会長幹事会で言われていました。私は、初めの頃

は会長幹事会にあまり出席をしていなかったので、中

澤幹事からそのような報告を受けていたのですが、や
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はりロータリークラブである以上、ガバナー補佐を出

さないのは如何なものかという事で、交渉をしてきまし

た。その甲斐あって、何十年かぶりに中クラブがガバ

ナー補佐を出すことが決まりました。今まではオリンピ

ックではありませんが 4年に 1回のペースでガバナー

補佐が回ってきましたが、これからは 5 年に 1 回とな

ると思われますので、宜しくお願い致します。 

 また、28 日は指名委員会が開催され、会長ノミニー

が決定いたしました。この件につきましては、本日の

理事会で承認後、後日長谷川直前より報告があると

思いますので、宜しくお願い致します。 

 昨日は会社も人手不足で、久しぶりに添乗で法務

省と国会に行ってきました。かなり長い時間歩きまし

たので、かなり疲れました。追加の頭痛薬を飲みまし

たが、今日も体調がいまいちすぐれません。 

という事で本日の会長卓話をこの辺で終わりにい

たします。 

本日の例会も宜しくお願い致します。 

 

幹事報告 

 

中澤 伸浩 幹事 

廣田様、ようこそお越し下さいました。佐田様、本

日卓話よろしくお願いします。 

 

（クラブより） 

・来週は年次総会となり、また IM キャラバンで、大熊

ガバナー補佐と池田 IM 実行委員長がいらっしゃい

ますので、皆様ご出席をお願いします。 

・先週より、例会場に忘れ物のコート 2着（バーバリー

&ポールスチュワート）がありますので、お心当たりの

方はお忘れなきようお願いします。 

・本日例会後、第 6 回理事役員会を開催します。理

事役員の方はご出席をお願いします。 

 

（第 8グループより） 

・越谷中 RC より、12 月 1 月プログラムが届いており

ます。 

 

（国際ロータリーロータリー財団より） 

・End Polio Now「歴史をつくるカウントダウン」キャン

ペーンの感謝状が届いております。 

 

（一般財団法人比国育英会バギオ基金より） 

・2017 年度事業報告書の送付とともに、基金への寄

付のお願いが届いております。 

 

結婚記念・誕生祝い 

 

（結婚記念） 

丸林 綾子会員 ・ 中澤 伸浩会員 

 

（誕生祝い） 

稲垣 勝三会員 ・ 鈴木 英男会員 

宮﨑 敏博会員 ・ 会田 謙二会員 

高橋 陽一会員 ・ 浅野目 猛会員 

小宮山 大介会員 

おめでとうございます！ 
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お客様挨拶 

 

オブザーバー 廣田 龍亮 様 

皆様こんにちは。廣田 龍亮と申します。出身は春

日部で会社も春日部に株式会社エイチクリエイトと言

う会社があります。始めて例会に参加し、いろいろと

勉強をさせて頂きます。本日は宜しくお願いします。 

 

3分間ロータリー情報 

 

ロータリー情報・雑誌委員会 

松井 昭夫 副委員長 

（RI会長バリー・ラシン氏の言葉より） 

『今からもう 30年以上も前の 6月上旬のある日。私

はラスベガスに出張することになっていました。ロータ

リーに入会して 6年目ぐらいで、例会には欠かさず出

席し、クラブの幹事を務め、クラブの仲間とはみな知り

合い。私としては熱心に活動しているつもりでした。し

かし当時の私にとって、ロータリーはあくまでも地域団

体でした。ナッソーや、バハマ全土にもつなげてくれ

るかもしれないけれども、せいぜいそこ止まり。バハマ

より外の世界についてはあまり考えたことはなく、国際

大会に出掛けていこうなどとは思いも寄りませんでし

た。ところがその年の春、ラスベガスへの出張がロー

タリー国際大会と同時期であることに気づいた私は

「行ってみるか」と思ったのです。この経験が人生を

変えることになるなどとはつゆ知れず、登録して登録

費を支払いました。国際大会の会場に足を踏み入れ

ると、私は驚いて息をのみました』 

実際私も今年の 6 月にカナダトロント国際大会に

参加し素晴らしい経験が出来ました。2019 年 6 月、

世界中のロータリアンがハンブルグに集結し、第 110

回ロータリー国際大会で一生の思い出をつくります。

皆でドイツハンブルグ世界大会に小林操ガバナーエ

レクトと共に参加しましょう。 

 

委員会報告 

出席・会場運営委員会 

渡辺 裕介 委員長 

12/17・12/21の例会は、移動例会と、なつておりま

すので、場所・時間等お間違いが無いように、お願い

します。 

 

外部卓話 

 
ボイストレーナー 佐田 あさみ 様 

「 音楽をとおして、人とのよりそい方 」 
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ボイストレーナー 佐田 麻美 様 

本日はありがとうございました！ 

 

♪最後に歌を歌ってもらい終了しました♪。 

Facebookをご覧ください。 

 

 

    
 

・ボイストレーナー佐田麻美様本日は宜しくお願いし

ます。オブザーバーの廣田龍亮様ようこそ 

吉澤 晴雄 

・廣田様ようこそ！佐田様卓話宜しくお願いします。 

中澤 伸浩 

・師走、交通事故に気をつけましょう。 

小林 操 

・本日早退！ 

小林 操 

・誕生祝い有難うございます。 

宮﨑 敏博 小宮山 大介 

稲垣 勝三 鈴木 英男 

・世界平和の為に。 

堀野 眞孝 大濱 裕広 

・今年もあっというまに師走になってしまいました。 

 また歳をとってしまいます。 

大熊 正行 

・佐田様卓話宜しくお願いします。 

 廣田様ようこそ！ 

市川 洋和 渡辺 裕介 

新沼 徹 松﨑 義一 

関森 初義 松井 昭夫 

・本日も宜しくお願い致します。 

髙 瑠美子 

 

 

 

出席報告 

会員数            49名 

出席免除者         14名 

出席者            36名 

欠席者            13名 

出席率            83.2% 
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