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［第 3 グループ内の例会日］

狭山(金)、新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火)
所沢(火)、新所沢(月)、所沢西(水)、所沢東(木)、所沢中央(月)

第 907 回(7 月 24 日)例会の記録
例会臨時変更

点 鐘
ゲスト

若松泰誼会長
演歌歌手
ベリーダンサー

※出席報告
会員数
30 名

出席者数
26 名

会長の時間

家族同伴夜間例会（新役員激励＆旧役員お疲れ様でした）
点鐘 18：30 （於）割烹「喜代川」
麻生けい子様
内野友佳様
春口綾乃様

出席率
85.19％

前回修正
77.78％
若松会長

皆さんこんばんは。新年
度になりましてから最初
の夜間例会となるわけで
すが、お暑い中皆さんに大
勢参加して頂きありがと
うございます。
昨年の古谷年度は、本当
に充実した一年で、古谷会
長、栗原(憲)幹事、役員の
皆さんご苦労様でした。比べるものではありませ
んが、今年も各委員長さんと力を合わせて、皆さ
んが来やすい、皆さんが楽しめる会を企画して行
ければと考えているところですが、いずれにして
も一生懸命やりますので、｣後協力よろしくお願い
致します。
我々の中央ＲＣも、もう皆さん既にご存知かと
思いますが、本年で創立 20 周年という節目の年で、
それを記念いたしまして、国際奉仕の一環として
モンゴルに旱ばつ防止の対策植樹ということで、
今週末には出発いたします。
日本とモンゴルというのは、今年で国交 40 周年
だそうです。モンゴルの人に言わせると、日本と
中国も国交 40 周年で、40 年前に当時の首相田中
角栄さんと周恩来さんが調印し握手をする場面を
皆さんご記憶の方がいらっしゃるかと思いますが、
うちの国はそれより一週間前に国交樹立したんだ

よとお話されていました。
この植樹は、今回大勢の皆さんのご協力を頂い
て行く訳ですが、モンゴルの方もフレーＲＣから
80 人、NGO フォレスターから 7 人、大変有名な
代議士さんも参加してくれるそうで、40 周年を盛
り上げていこうという機運が高まっているところ
です。
我々のこの企画は、実行委員長として栗原成美
さん、副委員長に柴田譲さん、そしてＲ財団から
少し資金を支援して頂きたいと言うことで、まだ
申請中ですが、吉松Ｒ財団委員長と 3 代パスト会
長、力のあるパスト会長さんで団結して頂いて、
非常に力強い気持ちで一杯です。
いずれにしても、奉仕だけが目的でなく、奉仕
もしながら親睦を図るのが次の目標ですので、皆
さん一緒に、都合で行かれない方たちもいらっし
ゃいますが、その方たちの分まで親睦を深めて帰
ってこれればと思っています。
モンゴルと言いますと、大変スケールの大きい
草原と満天の空に、昴の本場ですので、こぼれる
ような星空の下で、コップの光に星を浮かべなが
ら飲む酒は想像しただけでいいですよね。星ごと
飲んで来ようかと今想像しております。きっと楽
しい思い出に残る旅が出来るのではないかと思っ
ております。皆さんの是非思い切り楽しんで頂け
ればと思います。

※本日、名誉会員である狭山市長のところへ、市
内３ＲＣの会長・幹事で表敬訪問に行って参り
ました。今週末にモンゴルへ植樹に言ってまい
りますという事をお伝えしましたら、ビックリ
されると同時に「大成功を心よりお祈りいたし
ます」と言って頂きました。何か良いご報告が
出来るように帰って参りますとお答え致しまし
た。

・・・・・懇親会・・・・・)
司会進行) ) ) ) ) ) ) ) ) 益子親睦活動委員長)
皆さんこんばんは。今年から親睦委員長をやら
せて頂いている益子です。
今日は盛り沢山の内容で、麻生けい子さんの歌
と、ベリー工房のベリーダンスとお楽しみ頂きた
いと思います。

幹事報告

稲見幹事

皆さんこんばんは。今日はこのように大勢の方
にいらっしゃって頂きまして、若松年度の最初の
夜間例会として、本当に嬉しく思っております。
今日は益子親睦委員長の方で、いろいろ段取り
をして頂きまして、ベリーダンスに歌謡ショーと
内容が豊富です。是非これからの一年、皆さんに
ご協力頂かなければなりませんので、楽しんでお
帰り頂きたいと思います。
前年の古谷年度が、本当に夜間例会や旅行が充
実した一年で過しましたので、それに負けず頑張
りたいと思っておりますので、よろしくお願い致
します。
また、先日は吉松さん、栗原(成)さんと三人でガ
バナー事務所へ行ってまいりました。モンゴルの
植樹のことを報告致しました。会員 17 名、家族を
含め総勢 24〜25 名で行くということをお話いた
しましたところ、ガバナーが｢凄い活力のあるロー
タリークラブだね｣とお褒めの言葉を頂きました。
もうまもなく 28 日からですので、無事皆さんが楽
しく帰ってこれることを、皆さんのご協力でよろ
しくお願いしたいと思います。今年一年、どうか
よろしくお願い申し上げます。

前役員へ花束贈呈)

)
)
)
)
)
)

＜会長あいさつ＞
実は今日の夜間例会に合わせるという訳ではあ
りませんが、モンゴルの前大使のジグジッドさん
から頂いたウオッカを持って来ました。非常に強
いお酒ですが、飲み口は良いかと思います。後程
試飲して下さい。
では、これから楽しい懇親会を皆さんで盛り上
がっていきたいと思います。
乾杯

吉松パスト会長

中締め

沼崎パスト会長

大締め

寳積パスト会長

美味しい料理と美酒に酔いながら、官能的でエキ
ゾチックなダンスと歌謡ショーで大いに盛り上が
り、楽しい一時を過しました。
ベリー工房
内野友佳様、春口綾乃様
平成 20 年 10 月に二人組ユニット｢ベリー工
房｣を結成。オリエンタル、クーキッシュをベー
スとし、ジャズダンスで培った基礎をもとにし
た独自のスタイル。エネルギッシュかつ妖艶さ
を備えた踊りを目指し日々精進中。
ベリーダンスとは？
官能的でエキゾチック！ 身体の内側から湧
き上がってくる情熱や自分自身を解放する踊り。
それぞれの個性と美を表現し、女らしさを存分
に追及したもの。発祥地はエジプトで、その後
世界各国に伝わる。お腹や腰を前後左右に揺ら
し、回して踊ることからアメリカでお腹を意味
する“ベリー“なが付けられ、ベリーダンスと
呼ばれるようになった。

演歌歌手 麻生けい子様
2002 年 ユニバーサルミュージック
(ポリドールレコード)よりデビュー
2008 年 有明一郎先生に師事
2009 年 キングレコードに移籍
マキシシングル｢雪の越前わかれ宿｣
発売」
ファーストアルバム｢夢路への旅｣も絶賛発
売中です。

浜野君

若松君

一年間よろしくお願い致します。
頑張ります。
稲見君 若松年度の最初の夜間例会に沢山の方に
ご参加頂きありがとうございます。一年
が充実して活動できる様、皆様のご協力
よろしくお願いします。古谷前会長、栗
原前幹事ありがとうございました。
江原君 本日の夜間例会、楽しみにしておりまし
た。内野様、春口様ベリーダンスよろし
くお願い致します。麻生けい子様、歌謡
ショーよろしくお願い致します。
全役員の皆様、ご苦労様でした。若松年
度のご協力、ご助言を何卒よろしくお願
い申し上げます。

ベリーダンスの内野さん、春口さん、歌
手の麻生さん楽しみにしておりました。
よろしくお願い致します。
寳積君 古谷年度ご苦労様でした。若松、稲見年
度、皆で支えましょう。
石川君 本日、ご利用ありがとうございます。
片山君 若松年度、第一回目の夜間例会楽しみに
していました。
小島君 ベリーダンスの内野さん、春口さん、歌
手の麻生さん、ようこそいらっしゃいま
した。楽しみにしていました。
栗原(憲)君 若松年度始めての夜間例会、楽しかっ
たです。前幹事として花束を頂きありが
とうございました。
栗原(成)君 古谷年度、大変楽しい年でした。
若松年度、楽しく、ためになる一年にな
る様、私も頑張ります。
益子君 ベリーダンスのベリー工房様、麻生けい
子様、素敵なステージありがとうござい
ます。
宮野君 若松年度、最初の夜間例会、楽しませて
頂きました。一年間よろしくお願い致し
ます。
宮岡君 若松会長、山室副会長、稲見幹事、江原
ＳＡＡ，一年間頑張って楽しいクラブ運
営をお願いします。
守屋君 若松年度の新年会、おめでとう存じます。
古谷年度の忘年会でもあります。楽しい
一夜を楽しみたいと存じます。
沼崎君 今夜は女房と二人で参加、楽しくね！
よろしく!
小澤君 モンゴル訪問ご苦労様です。協力できな
いで済みません。その代わりと言っては
おかしいかも知れませんが、別の方法
(米山特別寄付)でご協力させて頂きます。
佐藤君 エキゾチックなベリーダンスと日本の歌
演歌との共演を楽しみにしております。
今宵が楽しい一時でありますように。
柴田君 新たな年度を迎えて楽しくさせて頂きま
した。今年も元気で行きましょう。
高田君 新役員様、一年間よろしくお願い致しま
す。
山室君 前役員様、ご苦労様でした。若松年度を
よろしくお願い致します。
吉川君 若松年度、始めての夜間例会、今夜は楽
しく大いに飲んで、一年頑張って下さい。
吉松君 若松年度家族会、楽しみにして参りまし
た。

※ 次の例会
第 2 副 SAA 守屋君
８月２１日(火) 12：30〜13：30
外来卓話
落語家 林 家 正 雀 様

中谷君

