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当 番 塩野君、土屋（良）君

安藤会長
我等のなりわい
服部融亮会員

【会長報告】
本日「埼玉県民の日」は私は仕事がお休み。
昨日（園児の）ある男の子に、
「明日どうするの」
と聞きましたら「ママと西武園へ行くの」と言
うので、
「いいね。その事、皆に話してもいい？」
と
聞きました。すると「ダメダメ。シーして」
「どう
して？」
「だって西武園、混んじゃうといけないか
ら」
という答え。子どもの世界はいいものです。
１１／７所沢での第３Ｇ会長幹事会に幹事と
出席。
ＩＭは入間・産業文化会館で「新世代」を
テーマに開催（１３
：
３０点鐘）
。その後、懇親会。
１１／８駿河台大学・日本語スピーチコンテ
スト。留学生の話の内容も発音もしっかりし
ており、
中身の濃いものでした。
中里（昌）パスト
会長、和泉社奉委員長、市川（洋）米山記念奨学
委員長と共に審査に当たり、ロータリー賞を
最優秀の方に差し上げました。後日、例会で
披露して頂きます。１１／１０大附次年度役員
選考委員長の下、選考委員会が開催。手続き
を経て皆様にご報告申し上げます。
本年度ＲＩ会長がお隣２７７０地区の田中作次
様で、お隣では地区でリスボン国際大会に行
く企画を立て、大勢の方が参加されるとの事。
「同県内として一人でも多くの出席を」
という要請
が地区より参りました。来年６月、地区企画で
の国際大会出席を是非よろしくお願いしたい。

第２６回米山功労賞をクラブとして飯能ＲＣ
が受賞。市川（洋）委員長に伝達します。
（拍手）
本日は西川武重郎ＰＧより、
３．
１１後に創設
された「ロータリー希望の風奨学金」
（現在５０数
名の遺児に月５万円）について卓話を頂く予定
でしたが、段取り的にミス、急遽、本年度メイ
ンテーマの１つ、
「親睦活動」に切り替えさせ
て頂きました。お詫び申し上げます。親睦旅
行も大きな事業と位置づけておりますので盛
り上げていきたいと思っております。
【幹事報告】
・例会変更、申し訳ございません。
・１２／６駿河台大学・もちつき大会
関係の方のご出席お願いします。
・１月からの席順用紙にお名前ご記入下さい。
・来週例会終了後、パスト会長会議を開催。
「次年度役員について」
◎例会変更のお知らせ
◇所沢東ＲＣ
・１２／２０（木）夜間家族親睦例会
・１２／２７（木）例会取止
・１／３（木） 例会取止
・１／１０（木） 夜間新年会
◇狭山ＲＣ
（定款６-１-Ｃ）
・１１／２３（金）例会休会
・１１／３０（金）親睦旅行
・１２／２１（金）年末家族会
（定款６-１-Ｃ）
・１２／２８（金）例会休会
（定款６-１-Ｃ）
・１／４（金） 例会休会
◇狭山中央ＲＣ
・１２／２５（火）家族同伴年末家族会
点鐘１８時半 狭山東武サロン

◇所沢中央ＲＣ
・１１／２６（月）臨時総会
・１２／１７（月）振替休会 １２／１５家族同伴忘年会
・１２／２４（月）例会取消
（法定休日）
（定款６-１-Ｃ）
・１２／３１（月）例会取消
・１／７（月） 新年例会
（法定休日）
・１／１４（月） 例会取消
【委員会報告】
◎出席委員会
中里（忠）君
ＭＵツアー参加希望は本日ご提出下さい。
第２弾は「３月、坂戸」を予定しています。
◎親睦活動委員会
服部君
１２／１９（水）１８時・クリスマス家族会。マロウド
イン飯能。会費１２０
, ００円、ご家族１０,０００円、
お子様５,０００円（例年通り）。１２／５（水）締切。
「テーブルマジック」をご覧頂きます。
【出席報告】無断欠席なし 中里（忠）出席委員長
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【Ｍ
Ｕ】
１１／７（第３Ｇ）安藤君、島田君
１１／１３（日高）山岸君
【結婚・誕生日祝】
神田（敬）親睦活動委員
◇入会記念日おめでとう
（洋）君、吉島君、小久保君
山川君、市川
◇結婚記念日おめでとう
（洋）君、田辺君、新井君、塩野君、和泉君
市川
（吉）君
橋本君、島田君、土屋（崇）君、細田
（伴）君、雨間君、安藤君
細田
◇会員誕生日おめでとう
（武）君、
２０大河原君
１４大崎君、
１８吉田
◇夫人誕生日おめでとう
（伴）夫人、
９服部夫人、
１１馬場夫人
５細田
１４新井夫人、
１５平沼夫人、田辺夫人
２０齋藤夫人、
２４大附夫人
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
（吉）君
・結婚記念、
有難うございました。
橋本君、
細田
（伴）君、土屋（崇）君、新井君、田辺君
細田
（洋）君
塩野君、安藤君、島田君、市川
・入会記念、有難うございました。
（洋）君、小久保君
吉島君、山川君、市川
・誕生日祝、有難うございました。田辺君、馬場君
・妻の誕生日祝、有難うございました。
齋藤君、平沼君、大附君、新井君
・服部委員長、急で申し訳ありません。卓話よろ
しくお願い致します。
高橋君
・早退
土屋（良）君、高橋君
本日計７５,０００円、累計額５１１,６１０円。
◎２１日例会当番は田辺会員、高橋会員です。
【卓
話】
講師紹介
安藤会長
不手際で申し訳ない事をしました。皆様のご協
力を頂き、本年度、約３分の１を経過。
「穏やかに
和やかに 爽やかに」クラブ運営をしていきたい
と考え、特に親睦活動委員会の企画で一層親睦
を深め、クラブとして力をつけていきたいと思っ

ています。来春５月の親睦旅行「京都」への旅を
大いにＰＲして頂き、会員、ご家族も含め大勢に
ご出席を賜われれば有難いと考えております。

親睦旅行の説明
飯能ＲＣ（親睦活動委員長）

服 部 融 亮 会員

早目に来ましたら呼び止
められ、
「講師を」という事
で、内容がどうなるか分かり
ませんけれども、ある程度
固めた骨子についてお話申
し上げます。
５／１
９
（日）
２０
（月）
。飯能から
修学旅行のようにバスで東
京駅までとも考えましたが、
歩くスピードの違いやお買い物等ありますので、
東京発の新幹線だけを指定。ゆっくり出発、京都
に昼過ぎ着で、と思っていたところ、ご意見番の
矢島（巌）委員から「朝イチで行って、見る所は見な
きゃ駄目」との事。そこで、サントリーウイスキー
「山崎」
の工場を、飲み過ぎに注意して頂きながら
午前中に見学して頂きます。
その後、
京都、
５か町の
花街の１つ、
先斗町に
「鴨川をどり」
の席を押えてご
ざいますので、
全員で京都の雅を感じて頂きます。
上のお茶席で舞妓さんに点てて頂いたお茶を一
服頂いてから着席。サイン入りの手拭いを芸妓さ
んが席に投げますので運の良い方は当たるかな
と思います。舞妓さん７、
８人、芸妓さんが１
０数人
居り大変賑やかできれいな踊りです。粟田口へ移
り、老舗・竹茂楼
（たけしげろう、
旧・美濃吉、
ホテルオークラ系）
で京懐石を召し上がって頂きます。なかなか入れ
ない所と言われております。竹茂楼の支配人も京
都のＲＣに入られているという事で、交流出来れ
ばと思います。大広間にはヒノキの立派な舞台が
あり、宴席でも舞妓、芸妓さんに踊って頂き、お
酌もして頂けます。女性も旅行に参加して頂きま
すが、逆に女性の方が舞妓さんに会う機会が無
いので、喜んで一緒に写真を撮られるようです。
「京都ホテルオークラ」に宿泊。食べるラー油発
祥のホテル。朝だけ販売との事。以上、１日目は
親睦を深めるため、
まとまって行動して頂きます。
２日目
「研修」
。
ご希望を伺い、
３、
４パターンの場
所を選定し、
グループでハイヤーに分乗。
下見では
大徳寺塔頭のうちに残る一休禅師が過ごされた
寺
（ご本尊の眉毛が一休の毛で作られている。一
休の書、他）
、龍安寺
（特別拝観の石庭）
、六波羅蜜
寺
（空也上人像）
に参りました。帰りも東京駅まで
は一緒に新幹線で、池袋発特急チケットは１時間
から１時間半空けて取ります。ゆっくり東京駅か
ら移動して下さい。
「マカデミアナッツチョコを買
わなくてもハワイから帰ったら届いている」という
システムを真似て、お土産は事前に京都の漬物と
デニッシュを試食して頂きます
（クリスマス家族会
の景品としてもご用意）
。ご希望を聞いて煮詰め、
かゆいところに手が届くような設営をと思ってお
ります。多くの方のご参加をお願い申し上げます。
※次週の例会案内は省略。

