
 
《本日の例会》 

 
夜間例会 

  
進 行 ＳＡＡチーフ 三宅健吉 
点 鐘 午後 6時 30 分 田中 克 会長 

ソング 奉仕の理想 
 

〔会長挨拶〕         田中 克 会長  

 
 

 皆様、こんばんは。本日の夜間例会は今期最後の夜間

例会です。大いに和気あいあいで楽しんでください。 

 本日は第四回目のゴルフコンペを美里ＧＣで実施致し

ました。絶好のゴルフ日和に恵まれ事故なく、盛況のう

ちに終了出来ました。ゴルフ部役員の皆様には大変お世

話になりました。 

① 本日の御客様を紹介します。米山奨学生の全錦梅さん
です。 

② 通常例会は６月３日と１０日の２回となりました。 
   当日はクラブ協議会となります。各委員長さんには 
一年間の報告を御願い致します。 

③ 6 月 28 日はサヨナラ例会（パーティー）になりま
す。 

 

華やかに盛大に此の一年間の総仕上げにしたいと思って

おりますので、家族同伴で全員出席して楽しんでくださ

い。以上会長報告と致します。 
 
 
 
  
 

 

〔幹事報告〕        今泉憲治 幹事 

 
     
 みなさんこんにちは。幹事報告をいたします。 
① 先日会員の皆様に結婚した年をお伺いするための

ＦＡＸを送らせていただきました。これは慶弔規

定にもとづき、さよなら例会でお祝いをすること

になっておりますが、「規定」では会員ご本人様

から申し出ていただくことになっております。そ

のため事務局では結婚した月日はわかるのですが、

何時の年にご結婚されたかがわかりません。今後

の円滑な運営の為にも、金婚式という大切な記念

日は、事務局でも把握しておく必要があると考え

まして、ご案内をいたしました。是非ご協力をお

願いいたします。 
② 二つ目に、現在さよなら例会を準備しております

が、今年金婚式をお迎えする該当者がいらっしゃ

いましたら会長、幹事宛に早いうちにお申し出く

ださい。よろしくお願いいたします。 
 
米山奨学生                    全  錦  梅 様 
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〔委員会報告〕 
奉仕プロジェクト部門委員会 狩野輝昭 委員長 
 

親睦活動委員会      金井直樹 副委員長 
さよなら例会 6月 28日に変更    
 

懇 親 会 
〔誕生祝い〕 
石原輝彌     Ｓ.５.５.１            今泉憲治     Ｓ.２２.５.１ 
金沢喜作     Ｓ.１５.５.７   春山茂之    Ｓ.１１.５.７ 
野村正行     Ｓ.８.５.８     金子 章     Ｓ.３０.５.１８ 
渋沢健司     Ｓ.３５.５.２４    岡芹正美     Ｓ.１５.５.２６ 
長谷川京子 Ｓ.４８.５ .２７   加藤玄静     Ｓ.１８.５.２８ 
内野昭八郎 Ｓ.８.５.２９    金井直樹      Ｓ.２９.５.３１ 
 

〔結婚祝い〕 
巴 高志        ５月       ３日   康子     
阪上清之介    ５月       ３日 
坂本優蔵        ５月       ５日   栄子 
加藤玄静        ５月       ７日   静代 
岡芹正美        ５月       ８日   晴代 
塚越 茂        ５月   １３日 
中村 孝        ５月   １４日   和佳子 
渋谷修身        ５月   ２１日   千江子 
関口礼子        ５月   ２４日 
金子 章        ５月   ２６日 
長谷川京子    ５月   ２７日 
金井直樹        ５月   ３１日 
 

親睦ゴルフ     優 勝  狩野輝昭 会員 

 
アウト 43 イン 37 GROSS 80    HDCP  12   NET 68.0 
 
準優勝 山本道彦  
アウト 47 イン 52  GROSS 99   HDCP  30   NET 69.0 
 
3 位   藤井 仁 
アウト 41 イン 45  GROSS 86   HDCP  14   NET 72.0 
 

〔ニコニコ BOX〕 
 
狩野輝昭 
「本日の GOLF大会でベスグロ優勝をしました。有難う
ございました。うれしー」 
 
春山茂之 
「全錦梅さんのカウンセラーとなりました。」 
 
関口礼子 
「ニュースが出るたびに色々心配になります。」 
 
「奨学生全錦梅さんようこそ。」 
田中 克 杉山淑子 中村浩史 藤井 仁 今泉憲治 
五十嵐敦子 福島文江 坂本優蔵 渋谷修身 矢島淳一 
笠原 勝 下山正男 温井一英 戸谷清一 山田喜一 
竹並栄一郎 茂木 聡 坂本雄一 金井福則 金沢喜作 
内野昭八郎 関根 貢 岡崎正六 中島高夫 
 
プログラム 
第 1例会 
6月 3日(木) 午後 12時 30分  
会場：埼玉グランドホテル本庄 
クラブ協議会 
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