会長：夢川善裕

幹事：服部智也

例会日：木曜日 12:30～13:3０（夜間例会 18:00～） 例会場：三高サロン
事務局：〒346-0003 久喜市久喜中央 1-5-32 ツジヤビル 3F

本日のお客様

ようこそ久喜ロータリークラブへ 久喜市議会議員 並木隆一様
大塚副会長

会長挨拶：夢川 会長
皆様、新年あけましておめでとう

湯の川温泉に宿泊致しました。

ございます。

そこの宿に、常陸宮さまがお泊りになった時の写真があり

昨年の最後の例会はパレスホテ

ましたが、何と私が２６年前に初めて青年会議所の全国

ル大宮での岩崎宏美のディナーショ

大会で行った時の写真でした。あの頃は専務理事予定

ウで終わりましたが、年も新たになりまして私の年度もあと

者という事で役目がら参加しました。それから熊本・岡山・

半年となりました。今年の干支はイノシシですが、私の干

徳島・長野・山形と毎年参加して卒業となりました。青年

支であり還暦になりました。世間では６０歳になると定年

会議所もそのころから役目が付いて、初めのうちはしょうが

などと言われますが、今の６０歳はまだまだ現役ですので、

なく参加していた会議や行事の目的がわかるようになり、

頑張りたいと思います。

京都会議も毎回参加するようになりました。

ロバート、シトラリ

ハッピィ ニュー イャー

今ではそのころ一緒に行った仲間が、今ではかけがえのな

雷さん

新年快尓 シンネン カイ ラー

そして本日お越しの市議会議員並木隆一様

い友人になっています。
私も、ロータリークラブに入会してから十数年経ちますが、

ようこそお越しくださいました。本年もどうぞよろしくお願い
申し上げます。

会長は忘年会、新年会を始め、地区やクラブの全ての事
業に参加しなければなりません。100％パーフェクトに参加

さて、皆様は年末年始をどのように過ごされましたか？

できるわけではありませんが、行ってみてわかる事や、行って

忙しい年の瀬や穏やかな新年を迎えたり、それぞれ過ごさ

その場で色々な人と交流することがとても有意義になりま

れたのではないかと思います。

す。

私は、歯が抜けたことと 50 肩で手が上がらなくなったこ

今日も幸手クラブの新年会もありますし、まだまだ地区の

とが今年の出来事です。昨年はクリスマスまでに年内の仕

事業が沢山残っています。私も服部幹事もそして次年度

事をかたずけて、年末 28-29 日と新幹線で函館に行って

承認されました大塚副会長もがんばりますので、引き続き

まいりました。雪で寒いので観光はそこそこに夫婦でご当地

メンバーの皆様のご指導、ご協力をよろしくお願い申し上

のおいしいものをいろいろと味わってまいりました。仙台で途

げます。

中下車してお昼に牛タンと生牡蠣をいただき、夜は函館の

表彰伝達
平澤

道男 会員

鈴木つね子 会員
齊藤美津枝 会員
金澤会員
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天野会員

横山会員

田口

敏男 会員

お客様挨拶
ロバート 12 月は、修学旅行で沖縄に行きました。とても楽

族でパーティーをしました。私の誕

しかったです。海がとてもきれいだったです。沖縄では、タコライ

生日とクリスマスです。たくさんの料

スを食べました。沖縄の人達もとても優しかったです。また、家
理を食べて、とても嬉しかったです。日本のお正月は、カナダと

た。それが、とても楽しかったです。

違います。カナダでは、友達といます。日本では、家族とたくさ

私のお母さんのお雑煮が一番お

んの人に会います。私は、家族といっしょに、神社とお寺に行

いしいです！私は、留学を楽しんでいます。ありがとうございま

きました。お寺が、きれいでした。1 月 1 日は、大きいパーティ

す。

ーをしました。たくさんの料理を食べて、家族でお祝いをしまし
シトラリ こんにちは。明けましておめでとうございます。冬休

つきで、おもちをいっぱい食べまし

みは、本当にリラックスしました。クリスマスとお正月は、ホーム

た。クルミのおもちが一番おいしか

シックにならなかったです。留学の最初は、少し悲しかったで

ったです。29 日に、栃木のお寺に

す。でも、今は大丈夫です。クリスマスイブは、ホストファミリー

行きました。お守りを買いました。

とタコスを食べました。メキシコでは、クリスマスにタコスを食べま

31 日に小さい神社に行きまし

せん。でも、それはやさしかった。ホストママは、たくさんタコスを

た。願い事をしました。日本に、もうすぐ 5 ヶ月います。本当

食べて、おいしい～と言って食べました。22 日、近所のお餅

に慣れました。日本が大好きです。

久喜市議会議員 並木隆一様

卓話

＊内容は、別紙参照

委員会報告
◆青少年奉仕委員会 進藤委員長

韓国訪日学生来日について 2 月 8 日～13 日

久喜ロータリークラブでは、金沢会員のお嬢様のお宅でホストファミリーをやっていただきます。

幹事報告

服部 幹事
ロータリーレート

【例 会 のご案 内 】
月

日

例会

1 月 1 ドル＝112 円
卓 話

会場・時間
三高サロン

17（木）

通常例会

卓話：パストガバナー 中村靖治氏（吉川 RC）

12:00～食事（随時）
12:30～点鐘

１
24（木）

夜間例会

31（木）

＊休会＊

ライオンズ LA・久喜 RC 合同新年会

きのえね

送迎）あやめ会館 17 時⇒久喜駅 au 前 17 時 40 分

18:00～点鐘

【今後の予定・その他】
月
1

日
9（水） 幸手ＲＣ賀詞交歓会 幸手・ホテルグリーンコア 18 時 30 分～ （夢川会長、服部幹事）
12（土） 第７グループゴルフ委員会 幸手・潮 18 時 30 分～ （高橋会員）
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13（日） 来日学生オリエンテーション 大宮・パイオランドホテル 14 時～ （進藤会員、服部幹事）
15（火） 幸手中央ＲＣ賀詞交歓会 幸手・ホテルグリーンコア 19 時～ （夢川会長、服部幹事）
16（水） 蓮田 RC 例会 シトラリ同行 （カウンセラー：服部）
24（木） 久喜青年会議所 新年会 三高サロン 18 時 30 分～
２
3

（夢川会長、服部幹事）

16（土） 第 7 グループ IM 幸手・ホテルグリーンコア 14 時 00 分～
5（火） 第 7 グループゴルフ大会 フレンドシップ

スマイル報告

SAA 横山 委員長

初日
座本
敷髪

★夢川会長、高木(容)会員、正倉会員、尾崎会員、倉持会員、
進藤会員、伴会員、飯島会員、冨田会員、島先会員：
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
★大塚会員、加藤会員、松﨑会員、鈴木（弘）会員：今年もよろしくお願いします。
★林会員、中山会員：今年もよろしく。並木隆一さんよろしくお願いいたします。
★天野会員：お世話になります。★横山会員、平澤会員、金沢会員：誕生日祝いありがとうございます。
（敬称略・順不同）

出席報告

KUKI R.C. WEEKLY

1/10 本日の合計

出席委員 飯島 委員
定員

免除

出席

ＭＵ

欠席

出席率

50

11

29

3

7

82.05％

82,000 円

黒
の
ト
メ
福袖
田金
喜銀
美の
夫帯

稲
穂
の
カ
ン
ザ
シ

