
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
［第 3グループ内の例会日］  狭山(金)、新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火) 

                   所沢(火)、新所沢(月)、所沢西(水)、所沢東(木)、所沢中央(月) 
 

第 1021回(12月 16日)例会の記録  
例会臨時変更 年忘れ家族同伴夜間例会  点鐘：午後６時 （於）掬水亭（陶翠の間） 

 
点 鐘   稲見 淳会長  
ビジター   米山奨学生 趙 恩恵さん 

     

※出席報告 
会員数 出席者数 出席率 前回修正 
40名 32名 78.38％ 100％ 

 

  会長の時間         稲見会長 
 皆さんこんばんは。 
今日は、ちょっと悪天候で

すが、イルミネーションは如

何でしたか？ かなり前から
「掬水亭」という事で、イル

ミネーションを見る計画をし

ておりましたが、天気だけが

残念でしたが、窓の外に見えるようにかなり感動

し、若い頃に戻った気分になりました。 
今日は大勢のご家族にいらっしゃって頂き、総

勢５３名ということで、ありがとうございます。

楽しい一夜になればと考えております。 
先日、12月 6日・7日に地区大会に行って参り

ました。その時のガバナーの挨拶の中で、当クラ

ブのガバナー訪問の際、田中隆行会員が話された

「私は入会して 2 年ですが、2 人の会員を推薦し
ました。何故入れたかと言うと、ロータリーが楽

しいからです。」と言うことを 400人位のロータリ
アンの前で話されていました。かなり印象に残っ

た衝撃的な事柄だったのだと思います。 
ここまで 6 名の増強が出来ました。これは地区
でも殆どない事と思います。 
今年はつつがなく大体行事は終わり、来年の行

事になるわけですが、今日はこのように大勢の家

族の方々にご出席頂いておりますので、親睦旅行

について少しコマーシャルさせて頂きたいと思い

ます。 
3月9日(月)～10日(火)に都内の方に誰でも簡単

に行ける旅行ということで計画しております。 

1 日目は、深大寺で昼食、ホテルに入りその後
サンセットクルーズということでシンフォニーに

乗船しディナーとなります。2 日目は、朝ゆっく
りと出発し、帝国ホテルでの昼食の後、東京宝塚

雪組の「ルパン三世」を観ることになっておりま

す。しっかり計画されておりますので、是非、大

勢の会員・ご家族の皆さんに参加して頂きたいと

思います。50名が定員となっておりますので、お
早目に参加申し込みをお願いしたいと思います。 
今夜は仕事とロータリー活動と一生懸命やって

きましたので、楽しんで頂き良いお酒を飲んで有

意義な時間を過ごして頂きたいと思います。 
 

  幹事報告                江原幹事 
今日は年末のお忙しい中、皆

様お集まり頂きありがとうご

ざいます。 
 ｢イルミに願いを｣を｢イナミ

に願いを｣に掛けまして、是非、

会長にあと半年間しっかりと

立って頂いて、私たちもその船

に乗って良い結果を残して行きたいと思っており

ますので、是非ともご協力をお願い致します。今

日は十分にお楽しみ下さい。 
 
1,第２５７０地区より、地区大会のお礼。 
2,RI会長ご夫妻をお迎えして東京で開催される 
ジャパン･ロータリーデーに出席の会員に対し 
地区より登録料半額を負担しますので多くの会 
員の参加を頂きたいとの要望。 

3, 回覧・その他に関しては年明けと致します。 
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有山会員挨拶 
 3月の体験例会から数えま
すとまるまる 9か月、短い間
でしたが皆さん本当にお世

話になりありがとうござい

ました。 
 実は、私はこの狭山中央Ｒ

Ｃが５つ目のロータリークラブでした。銀行時代

に上里・浦和南・加須・本庄とほぼ２年づつ渡り

歩きまして、このクラブが５つ目となりますが、

本当にこのクラブは良いクラブです。 
お話にもありましたが、皆さんフレンドリー、

フランクに接して頂き、和やかに例会に｢出たいな

あ～｣という雰囲気を醸し出している良いクラブ

だと思います。是非、この雰囲気を続けて頂きま

して、益々良いクラブにしていって頂きたいと思

います。 
最後に、狭山中央ＲＣの永遠なる続行と、会員

皆様のご発展とご健康・ご健勝をお祈り致しまし

て、お別れの言葉とさせて頂きます。ありがとう

ございました。 
 
 
・・・・・懇親会・・・・・)

 
司会進行          東親睦活動委員長 
 皆さんこんばんは。これより年忘れ家族同伴夜

間例会を開始致します。 
 今日は雨でお足元の悪い中５３名という大勢の

ご参加を頂き、誠にありがとうございます。今年

最後の夜間例会ですから盛り上がって行きたいと

思います。よろしくお願い致します。 
 
開宴の挨拶          柴田パスト会長 
 こんばんは。 
 私も１８年目のロータリー

活動に入ります。その意味に

おいて行きますと多少の波風

はありましたけれども、今回

のような５３名もの家族を含

めての夜間例会が出来たとい

うことに対しては感無量の一つの会だと思います。

着実に我々ロータリークラブも前進していると思

う一人でございます。 
 先程、イルミージュを観てきましたが、３００

万ものＬＥＤが飾ってあるということです。一昨

年から始まったそうですが、主催者の方もだんだ

ん熱が入り今年が最高の出来だそうです。また来

年もさらにその上を行くかも知れませんが、そう

いう所に来て、今年最後の夜間例会が執り行われ

ることに対して、予定を立てて頂いた執行部の

方々には大変感謝を申し上げます。・ありがとうご

ざいます。 
 
 

乾 杯            若松パスト会長 
 皆さんこんばんは。 
 ウエルカムドリンクが始ま

っていて、今更と思いますが、

乾杯をさせて頂きます。来年は

未年です。今挨拶された柴田さ

ん、寳積さん、私と年男です。

何と６回目の年男ということで、昔から未年の男

はもてたそうです。良い男が多かったそうですが、

例外もあるようで、良い思いをしたことがないで

す。 
 羊なのに何故か未来の｢未｣です。これは将来伸

びるということで、干支でいうと８番目で末広が

りで縁起が良いということで、未年は縁起が良い

そうです。 
 景気が少し良くなってきていて、マグマが動き

出している感じがします。来年、狭山にもマグマ

が来ることを祈念して乾杯したいと思います。多

分、日頃大きい声を出していないと思いますので、

｢かんぱい｣を大きな声でやりたいと思います。 
 ご唱和下さい。 乾杯 ！！  

 
)

・・・・・アトラクション・・・・・)
 

★マジック朝倉ちほ 
 
 
              
 
 
 
 
 
★トム宮澤とボセスラテイーナス 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

中 締 め      小島プログラム委員長 
 皆さんこんばんは。 

ご指名頂きましたので、僭越ながら中締めのご

挨拶をさせて頂きます。本日は寒い中、たくさん

の方のご参加ありがとうございました。｢イナミに

願いを！！ 年忘れ家族同伴夜間例会｣お楽しみ
頂けたでしょうか。私はイルミネーションに感動

し、マジックに驚き、ボセスラティーナスの音楽

に酔い、お食事と楽しい会話に和み、楽しく有意

義な一時を過ごさせて頂きました。 

東親睦委員長初め企画・実行をして頂いた方々

に感謝いたします。それでは本日お集まり頂いた

皆様の今年一年のご功労に敬意を表し、くる年も

ご健康で益々のご活躍を祈念致しまして、一本で

締めさせて頂きたいと思います。 

お手を拝借 シャシャシャン、シャシャシャン、

シャシャシャン、シャン 

 

閉宴の挨拶        江原幹事 

 皆さんが乗りに乗った後に最後にということな

ので、どうしようかと思いましたが、皆さんにお

礼を言いたいのは、稲見年度上期でいろいろ楽し

い思い出を作らさせて頂いていると思います。本

当にご協力ありがとうございました。 

また、１月から始まる下期につきましても、稲

見会長がいろいろな事で試行錯誤しながら、我々

の方へこんなことしたい、あんなことしたいとご

提案して頂きまして、ここまで下準備をすれば、

今日もそうですが楽しい思い出をたくさん作れる

という気がしております。あと 残り半年を是非

とも皆さんのご協力により、稲見年度を楽しい年

度にしていきたいと思いますので、益々のご協力

よろしくお願い致します。 

最後に今年はいろいろお世話になりました。来

年も皆さんにとって良い年になりますよう、よろ

しくお願い致します。 



    ※次の例会   
 

1月 13日(火)を１月 16日(金)の 
狭山市内３ＲＣ合同新年会へ振替 

 
点鐘 午後６時 

  会場 狭山東武サロン 
 

 
 
 
 
 
稲見君 大勢の会員、会員家族の出席ありがとう

ございます。イルミネーションを見なが

ら楽しい忘年会、スタッフの皆様ありが

とうございます。 
江原君 本日は年末のお忙しい中、ようこそお出

で下さいました。特にご家族の皆様方が

大変多く参加してくださり、心より感謝

申し上げます。本日は心よりお楽しみ下

さい。 
有山君 短い間でしたが、本当にお世話になりあ

りがとうございました。会員皆様の御健

勝をお祈りしております。 
古谷君 親睦委員の皆様、本日は楽しい企画あり

がとう。 
栗原(成)君 今夜は素晴らしい夜間例会ありがと

うございます。 
益子君 楽しい夜間例会ありがとうございます。 
沼崎君 今日もありがとう。 
小澤君 本年最後の夜間例会楽しく過させて頂き 
    ありがとうございます。 
佐藤君 楽しい楽しいロータリー、来年もと願い

ます。今夜も楽しい！ ありがとうござ

います・ 
坂本君 楽しいひとときありがとう、来年もよろ

しくお願い致します。 
柴田君 大変楽しいひととき、その味わいありが

とうございます。 
清水君 初めての年忘れ家族同伴夜間例会、寒い

ですが楽しみにしています。 
園部君 イルミネーション想像していた以上に綺

麗でした。一年は早いものですね、来年

もどうぞ宜しくお願い致します。 
若松君 今夜は素晴らしい企画をありがとうござ

います。夜景の良さに心が洗われます。 
吉松君 夜間例会、雨の中とは言え素晴らしい例

会が出来ました事に感謝致しますし、感

激致しました。 
美女小軍団 イルミネーションとても綺麗で感動

しました。親睦の楽しい企画に感謝致し

ます。 
 
 
 

2014～2015年度 
ニコニコ累計額  1,755,000円 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


