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クリスマス夜間例会
会長挨拶

会長 福田 和子

メリークリスマス！
コロナウイルス第５波を乗り越え、やっと今年最後の例会となりま
した。ご家族の皆様もお呼びしての家族例会です。日頃よりロータリ
ーに対してのご理解ご協力に感謝申し上げます。
３密を避け感染対策をしっかりしていただいた（会場である）パレ
スホテル大宮のスタッフの皆様、本日の担当委員会の小林政良 クラブ
運営部門 部門委員長、岡部 勉 親睦委員会 委員長、そして委員の皆
様、設営にも携わった大楽 剛 会員、皆様有難うございます。今宵は
盛り沢山の内容とのことです。どうぞお楽しみください。
さて、日本漢字能力検定協会が主催する“今年の漢字”、今年を表す
一文字は「金」でした。東京オリ・パラで「金」、大谷翔平・松山英樹
で「金」、そして各企業への給付金と「金」に関連することの多い年でした。
しかし何と言っても一番輝いているのは、会場にお越しの皆様です。こちらから拝見している
と、お一人お一人が心から輝いております。「終わり良ければすべてよし」来年も輝かしい年であり
ますよう、皆様のご健康と益々の発展をご祈念申し上げて、会長挨拶といたします。
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ロータリーの目的・四つのテスト
【本日のリーダー】
吉田 暎治 会員

お客様紹介、米山記念奨学生紹介
副会長 内山泰成
■第 小沢隆
2770 地区 第４グループガバナー補佐
三枝 和男 様
■社会福祉法人 埼玉福祉事業協会
髙橋 清子 様
■2021 学年度 米山記念奨学生
グェンティガン さん
（ご紹介： 副会長 新井 清太）

理事長

幹事報告
幹事 押野 一郎
①ガバナー月信を先週に続
いてポスティングしており
ます。先週のものには誤植
があり、本日のものが最新
版となります。
②第３・４グループの IM の
概要が決まりました。
２月 16 日（水）パレスホテル大宮にて 13：30
受付開始、14：30 開会です。講演会の後に、
18：00 より懇親会があります。
③地区より世界大会の案内が来ております。
６月４日出国、10 日帰国の５泊７日で、限定 10
名、費用が 84 万円程度となります。

日までにお申し込みを事務局ま
でお願いします。
■青少年奉仕部門
部門委員長
横溝 一樹
以前お話し
た、RYLA の募集要項を、本日
ボックス投函しています。ご
確認ください。
■ゴルフ部会 田口 修身 会員
高橋誠一パス
ト会長が先々週宮古島リゾー
トをご紹介くださいました。
その宮古島でゴルフをする計
画があります。２/25（金）～
27（日）の３日間、６組ほど
予定しています。

米山記念奨学金
■2021 学年度 米山記念奨学生
グェンティガン
さん
３年生になります。
課題が多く就活もあ
り大変ですが、奨学
金のおかげで助かっ
ています。
これからも勉強をが
んばります。

第二部
■開会挨拶
副会長
新井 清太

お客様ご挨拶
■第 2770 地区
第４グループガバナー補佐
三枝 和男 様
本日は盛大なクリスマス例
会にお招きいただき、あり
がとうございます。日頃は
グループの運営にご協力賜
り、感謝申し上げます。
上半期には、地区大会があ
りました。一部縮小ではありましたが、会員同
士言葉を交わしたりでき、ロータリーならでは
の絆を感じられました。２月の IM では、ロー
タリーの絆がすごかったと感じられるような趣
向を考えています。今年も一年、ご指導ご支援
いただきまして、御礼申し上げます。

委員長報告
■親睦委員会 委員長 岡部 勉
クリスマス例会にたくさんのご参加ありがとう
ございます。新年例会は、１/12（水）です。本

授与

■乾杯挨拶
直前会長
染谷 義一

お客様紹介
福田
吉田
大熊
清水
藤池
荒井
新藤
田口
矢部
谷口

和子 会長 ご友人 三宅 泰雄 様
暎治 会員 令夫人 吉田 利江 様
雄喜 会員 令夫人 大熊 美智子 様
信 会員 令夫人 清水 芳子 様
誠治 会員 令夫人 藤池 曠子 様
伸夫 会員 令夫人 荒井 悦子 様
信夫 会員 令夫人 新藤 清美 様
修身 会員 令夫人 田口 みどり様
正博 会員 令夫人 矢部 由美 様
栄正 会員 令夫人 谷口 智恵美 様
ご紹介：
■幹事 押野 一郎
第二部司会
■親睦委員会
委員長 岡部 勉

新入会会員紹介

是永 泰宏 会員

中締めの挨拶
■会長エレクト 小沢 孝
第 2770 地区第４グループガバナ
ー補佐 三枝 和男 様、社会福祉法
人 埼玉福祉事業協会 理事長 髙橋
清子 様、最後までお付き合いい
ただきありがとうございました。
𠮷田 信行 会員

クリスマスジャズバンドショー
ヴォーカル・高橋 エミ
ピアニスト・福井 ともみ
ドラムス・井川 晃

次年度役員紹介
■会長エレクト 小沢 孝
60 周年の節目、「RI で一番の奉仕
の努力をがんばる」クラブになり
たいと思います。

本日のお礼
■会長 福田 和子
今日のパーティー、大盛況でし
た。久し振りの懇親会、パフォー
マンスも素晴らしかったです。
皆様のお手元のお菓子ですが、本
日のお客様である、髙橋 清子 様
の社会福祉法人 埼玉福祉事業協会のものです。皆
様、味わってください。そして、大楽会員、設営
ありがとうございました。
ご挨拶
■クラブ運営部門 部門委員長
小林 政良
コロナ禍ですが、人として触れ合
いたい、と今夜のクリスマス会と
なりました。清水恒信会員のお店
「三月三日」が閉店とな
ります。この後、二次会
で行きましょう。
閉会挨拶
■副会長・会長ノミニー
藤嶋 剛史
たくさんの人が集まるのが大宮
西 RC の例会です。来年の 60 周
年、ますます発展しますよう、
ご祈念いたします。

※福田和子会長も、来年の役員になります。

大道芸
SUKE３＆ SYU
12 月 19 日（日）に行われた埼玉福祉事業協会
のクリスマス会に、福田和子会長と、押野一郎
幹事が出席しました。

