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会長あいさつ
会長 髙橋 秀樹
皆さん改めましてこんばん
は。本日の年度最終例会に１
１６名もの方にご出席いただ
きまして心より感謝申しあげ
ます。また、名誉会員の新藤亨
弘旧大宮市長様、清水恒信第
４Ｇガバナー補佐様をはじめ
大勢のお客様にお越しいただきまして心よりお礼申
しあげます。名誉会員の清水勇人さいたま市長様は
まもなくご到着される予定です。
昨年、７月３日に始まった５５週年の今年度も本
日、最終日を迎えました。終わってしまうのかとい
う気持ちもありますが、やっと終わるという気持ち
の方が強いのが正直なところです。前々回の例会時
に各部門委員長、委員長の皆様に年度総括を行って
いただきました。本日は会長としての年度総括を行
います。お手元に一年間の記録として「年度総括」
の資料をお配りしています。
今年度のクラブテーマを、
「ロータリー家族ととも
に行動し、ともに感動する」
（５５周年 全員で前進
する－全・進－）とさせていただきました。
また活動方針は、
１．クラブの活性化
２．ロータリー理解を深める
３．例会の充実
４．会員の増強
５．クラブ５５周年記念事業を行う
の５つを掲げました。
１番目のクラブの活性化では、①会員同士の交流・
親睦を図る目的で、いわゆるサークル活動として「部
会」を新設いたしました。現在、５つの部会が活動
されています。②ロータリー家族との親睦例会は、
８／４の東京湾ディナークルーズ（１１７名参加）、
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１２／２５のクリスマス例会（１５４名参加）、そし
て本日の５５周年記念最終例会 （１１６名参加）
と３回行いました。いずれも大勢の方に参加してい
ただきました。これは井上親睦委員長の熱意とご努
力の賜物であり、井上委員長には心より感謝申しあ
げます。本当にありがとうございました。
２番目のロータリー理解を深めるでは、木本研修
リーダー、小島委員長にお骨折りいただき、新会員
への研修を行っていただきました。私自身も会長挨
拶で「ロータリーあれこれ」の話をさせていただき
ました。
３番目の例会の充実では、テーブルディスカッ
ション４回、会員卓話１０回、ゲスト卓話１４回、
イニシエーションスピーチを４回実施いたしました。
藤池プログラム委員長さんは、ご自身が骨折されて
身動きがとれなかったにも拘わらず、お骨折りいた
だきまして年間の１／３の例会にゲスト卓話のプロ
グラムを組んでいただきました。藤池プログラム委
員長に心より感謝申しあげます。本当にありがとう
ございました。
４番目の会員の増強では、年度末会員数１２０
名うち女性会員８名と当初目標の１５０名、１５名
には遠く及びませんでしたが、大貫ガバナー、清水
ガバナー補佐にお約束しました１２０名は達成する
ことができました。新会員をご紹介していただきま
した１６名の会員の皆様、とりわけ４名も紹介して
いただきました高橋誠一会員、斎藤政春会員には心
よりお礼申しあげます。本当にありがとうございま
した。
５番目のクラブ５５周年記念事業では、地区補助
金事業として大宮ろう学園にｉＰａｄ９台を贈呈し、
また海外特別枠では、ラオスにあるラオ・フレンズ
小児病院の３周年記念式典に出席し、医療用消耗品
の支援を行った他、入院している児童や近隣の子供
たちに文具やおもちゃをプレゼントし、使い方を教
え、一緒に遊んできました。
(次頁へ)

ロータリー家族とともに行動しともに感動する
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(前頁より)
手を合わせて「カプチャイ」
（ラオ語で「ありがとう」
の意味）といって満面の笑顔を浮かべる子供たちを
見て、本当にやって良かった、来て良かったと思っ
た事業でした。その他アグネス・チャンさんに講演
していただいたピンクリボン運動や２５００名もの
方に参加していただいた鉄道博物館ナイトミュージ
アム等４つの事業をロータリー家族とともに行わせ
ていただきました。具体的内容は資料に記載のとお
りです。
最後に、ロータリー財団や米山記念奨学会への寄
付実績は資料に記載のとおりです。とりわけ米山記
念奨学会への寄付者は１００％となり、目標額を大
きく上回る３３９万円となりました。また、６名の
方に各１０万円ずつ特別寄付をしていただきまし
た。本当にありがとうございました。
この一年、会員の皆さんに納得していただける運
営が出来たかどうかは判りません。又、親睦活動、
例会の出席率、会員の増強等々課題をたくさん残し
てしまった事を反省しております。出来なかった事
は、次年度の新井清太さんに引き継いでいただきた
いと思います。
理事・役員・委員長の皆様からは何かと温かいご
指導を賜りました。又、会員の皆様、ロータリー家
族の皆様、事務局の皆様、そして例会場のパレスホ
テルの皆様にご理解とご協力をいただきましたお蔭
様で、この一年、会長職を全うできましたことに心
より感謝申しあげます。本当にありがとうございま
した。
そして何よりも、染谷幹事には、この２年間、私
の女房役として、私の我儘を全て聞いていただき、
環境作り、理論構築、ルール作り等を行っていただ
き、支えていただきました。半端ない染谷幹事がい
らっしゃらなければこの一年は持たなかったと思っ
ています。心より感謝しています。この場をお借り
して心よりお礼申しあげます。本当にありがとうご
ざいました。
以上、年度総括とさせていただきます。尚、本日
は５５周年記念例会に位置付けており、この後第二
部では、もとフジＴＶアナウンサーの露木 茂様に
よる記念講演、第三部に打ち上げ懇親会となってい
ますので、皆様大いに楽しんでいただきたいと思い
ます。よろしくお願いいたします。
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会員ご家族
髙橋千鶴子様(髙橋秀樹会員)、清水芳子様(清水恒信
会員)、新藤和子様(新藤耕四郎会員)、吉田利江様
(吉田暎治会員)、藤池曠子様(藤池誠治会員)、齊藤
一子様(齊藤照夫会員)、荒井悦子様(荒井伸夫会員)、
新藤清美様(新藤信夫会員)、小島陽子様、史様、愛
佳様(小島徹会員)、田口みどり様(田口修身会員)、
荒井真理子様、春颯様(荒井理人会員)、胡夕美様
(胡平会員)

幹 事 報 告
幹事
染谷 義一

会員

ご多用の中、さいたま市長清水様、旧大宮市長新
藤様、第４Ｇガバナー補佐清水様、元米山記念奨学
生のシャキャさん、米山記念奨学生ナジム君と奥さ
ま、青少年交換学生の星楓子さんとご家族の皆様、
会員ご家族の皆様、会員の皆様、多数のご参加を頂
きまして、心から感謝を申し上げます。
そして５５周年内山実行委員長、新井清太部門委
員長、井上親睦委員長を初めとする委員会の皆様、
本日のご設営を頂き大変ありがとうございました。
本日は、創立５５周年記念例会を併せての最終例
会です。第一部では表彰を含めたセレモニー、第二
部では露木茂さんの基調講演、第三部が懇親会とな
っております。
髙橋秀樹年度４５回目の例会、総決算となります。
最後までお付き合いの程、宜しくお願い致します。
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表 彰・記 念 品 贈 呈
出席委員会
大竹 庄藏

委員長
会員

皆勤賞 全例会 １００％
林 正、髙橋秀樹、風岡 洋、永井伸剛 各会員
例会＋メイキャップ １００％
大竹庄藏、吉田暎治、清水恒信、木本栄一、
荒井伸夫、内山泰成、新藤栄介、小島 徹、
結城 剛、新井清太、田口修身、小木曽賢己、
高橋真貴子、島村まり子、山崎一祥、藤嶋剛史、
井上勝美、坂本哲朗、村松宏呂子、横溝一樹
各会員

今年度の理事役員を代表いたしましてご挨拶をさ
せていただきます。
こちらにお並びいただいている皆さんに今年度理
事・役員を務めていただきました。
早めに準備をしたいという私の我儘にお応えいただ
き、理事役員の方がメンバーになっている長期計画
委員会を一昨年の１０／３に開催して以来通算５回、
理事会は予定者会議を含めて通算１５回、役員の方
は別途役員会がございますので、理事会を含めて通
算３０回の会議に出席をしていただきました。会議
では、色々とご指導・アドバイスをしていただきま
したお蔭で、全ての決議事項を行うことができまし
た。あらためまして理事役員の皆様に感謝申しあげ
ます。
また、会員の皆様が理事役員会での決定事項にご理
解とご協力をいただきましたお蔭様で一年間、クラ
ブ運営をスムーズに行えることが出来ました。理事
役員を代表いたしまして皆様にお礼を申しあげまし
て、退任のご挨拶とさせていただきます。
皆様には、一年間、お力添えを賜りまして本当にあ
りがとうございました。

記 念 品 贈 呈
髙橋秀樹会長に新井清太会長エレクトより

会員増強維持委員会
結城 剛 会員

委員長

新会員紹介者表彰
( )内は紹介人数
高橋誠一(４名)、齊藤政春(４名)、清水恒信(２名)、
新藤信夫(２名)、小沢 孝(２名)、吉田奉行(２名)、
柴木健之(２名)、渋谷廣慶(１名)、内山泰成(１名)、
鈴木恭二(１名)、中谷輝彦(１名)、染谷義一(１名)、
竹内雅人(１名)、山本貴之(１名)、青木 陽(１名)、
胡 平(１名)、各会員

染谷義一幹事に新藤栄介幹事エレクトより

第三部

Ｓ Ａ Ａ 挨 拶

懇 親 会

・お客様挨拶
・乾杯
・次年度理事・役員紹介
・歓談
・アトラクション
左から
ＳＡＡ村松宏呂子会員、副ＳＡＡ次郎丸雄希会員
佐々木裕二会員、川井理砂子会員

～

1 年間おつかれさまでした‼

第二部

～

「大宮 West ミュージック部」
・締めの挨拶
・「手に手つないで」斉唱
・閉会挨拶
・記念撮影

５５周年記念講演

５５周年記念実行委員会
内山 泰成 会員

委員長

挨拶並びに講演者 露木 茂様プロフィールご紹介

≪お客様挨拶≫
2018-2019
青少年交換派遣学生
星 楓子 さん
８月月初にフロリダに
留学します

≪乾杯！≫
直前会長 新見 和男

会員

元フジテレビ
アナウンサー
露木 茂 様

豊富な知識と経験から得られた興味深いお話を
していただきました。

記念品贈呈
福田 和子 会員

≪次年度理事・役員紹介≫
幹事エレクト
新藤 栄介 会員

歓

談

大宮 West
ミュージック部

バンド応援
坪田 理恵子 様

~
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~

