
第2905回／8月1日 例会報告

幹事報告をご覧ください。
●8月5日18：30より銀座アスターに
て、岡村年度決算理事会があります。
●8月7日18：30より木曽路南鳩ケ谷
店にて、出席・ニコニコ・会報合同委
員会があります。
●8月9日18：00より海老屋味可久門
にてパスト会長会があります。

本日分
会員数
出席
出席率

   8月1日
　   99名
　   52名
  57.14%

　今はＭＪ同好会と呼んでいて、以前、例会が終わった後に麻雀を
やっていた話を聞き、始めた会です。
木曜日の例会後、1卓もしくは2卓で毎週近くの雀荘でやっています。
年２回くらいは温泉に泊まって、ゆっくりしながらお酒を飲んで麻
雀をする事もやっています。
　歳を取ると、頭の回転や手の動きが悪くなってきますが、麻雀は
そんな事にも役立っています。また相手との駆け引きを通して、仲
のいい友達にもなれます。
麻雀を知らない人でもやさしく教えますので歓迎します。
年会費はかかりません。

●川口/鳩ヶ谷武南RCの方より
人生初のメイキャプで参りました。本日は宜しくお願いいたします！
 　　　　　　　　　　　　　　　　　    山崎真之介様
●川口/鳩ヶ谷武南RCの方をお迎えして
武南ロータリークラブ山崎真之介様、川口RCへようこそ。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      田中德兵衞会員
鳩ヶ谷武南の山崎さんようこそ。                                     北村透会員
以下、同様の趣旨で。                                                 佐野良雄会員
●会員誕生祝い(８月)に際して
誕生祝いありがとうございます。                  岡村睦美会員
猛暑ですが、クーラー風邪が流行しています。適温とタイマーで！！ 
荒隆一会員
誕生祝いありがとうございます。                  中村将之会員
以下、同様の趣旨で。 　　　　　　　　　                    北村透会員
おめでとうございます。                              田中德兵衞会員
おめでとうございます！！先日のチャリティディナーとてもすばらし
かったです！！                                              丸山恵美子会員
お誕生日おめでとうございます。                  榎本英昭会員
以下、同様の趣旨で。                        竹ノ谷裕子会員、齋藤幸雄会員
●同好会紹介に際して
同好会の皆様よろしくお願いします。　                      渡部行光会長
同好会紹介の方々頑張って下さい。同好会はロータリーライフをより
豊かにすると思います。みなさんも１つは入りましょう。
                                                                                平田修一幹事
よろしくお願いします。                                  新井秀雄会員
MJ同好会の案内をさせてもらいます。宜しく、又、聞いて下さい。
                                                                     佐藤進会員
同好会が多くて良いクラブですね！　　　                 多田竜一会員
発表楽しみにしております。麻雀は弱いですが、これからもがんばり
ます。                                                                           杉山直会員
以下、同様の趣旨で。
                請川かおり会員、小倉克徳会員、財津雅一会員

最終例会において年間皆出席者表彰を行いますので、メイ
キャップカードをお持ちの方は、今週中に事務局に提出お
願い致します。

●会員誕生祝

●記念品及び感謝状

●楽しくお酒を飲みながらロータリーを語る会　新井秀雄会長

●麻雀同好会　佐藤 進会長

●茶道同好会　小倉利夫会長

●同好会紹介　　第 1 弾
●その他
７月の入会祝金です。                                 江連俊裕会員
７/２７に２３回目の結婚記念日を迎える事が出来ました。お祝いあり
がとうございます。 b                                                  松井実会員
近火お見舞御礼。(今でもお見舞い受け付けます)       芝﨑眞理会員
打水作戦、流れて残念でした。お天気と女心はわからないものです
ね。 　　　　　　　　　　　　　　　　　        森絹子会員
アートandグルメクラブでサポートドッグのチャリティディナーに
行ってきました。                                              田中德兵衞会員
聴導犬チャリティディナーに参加しました。美女のとなりでワインが
おいしく飲めました。田中さんありがとうございました。 
                                                                                   小林修会員
先日のグルメの会楽しかったです。小林さん、竹本さん、丸山さんお
世話になりました。                                                 木内賢治会員
８月のランニングクラブは川口リリアから朝日町のスパロイヤル川
口まで２．７キロですのでウォーキングでの参加もぜひ、８月１８日
(日)１８時です。よろしくお願いします。                     白井靖会員
いよいよ本日、軽音の発足式があります。よろしくお願いします。現
況２３名の出席です。                                                 篠田元一会員
いよいよ８月です。暑い中ですがよろしく。                  竹本佳德会員
暑い毎日です。皆様くれぐれもご自愛下さい。申し訳ありません、早
退させて頂きます。                                                 柳澤昭子会員
あついですね～。皆様、お体に気を付けてすてきな夏休みを！！ 
                                                                                加藤咲子会員
家にあった古書等を川口市に寄付しました。寄付書面にサインしま
したが、古いものでは１６３１年の伊那代官の受領書がありました。
我が家の歴史が４００年に増えました。                  早船雅文会員
遅ればせながら、スマホデビューとなりました。色々大変です。やっ
と落ちつきました。                                                 渡辺成子会員
皆様お久しぶりです。が、今日は早退させて頂きます。
                                                                                永村俊朗会員
北村さん美味いミョーガありがとうございます。          木内賢治会員

●幹事報告　平田修一幹事

出席率 61.79%

　昭和60年に30名からスタートしました。渡部さん、芝﨑さん、
私が初期からのメンバーです。最初は女性の先生を招いてやってい
ました。現在は22名在籍していて、そのうち10名くらいは名前だけ
かもしれません。料亭やいいところの旅館などは、お茶とお茶菓子
を出してくれる事があります。その様な時にお茶の飲み方を知って
いるといいと思い、現在でも勉強のために続けています。
　増幸さんで、2ケ月に1回くらいのペースで、お茶会をしてその後
食事会をやっています。これからは趣向を変えて、終わる時間も遅
くなるので、お茶会のみの参加をできる事も考えております。
皆さんの参加をお願いします。

　ロータリーって良く分からない、人に説明できない、でも何だ
かロータリーに熱心に進められて断り切れずに入会したという人
は私を含め沢山いると思います。でも折角、時間とお金を使って
入会したならロータリーを生かし楽しみましょう。
　人それぞれのロータリーに対する思いや答えや疑問があると思
います。この正解のない、または人によって答えや考えが違うこ
とを、酒を飲みながら酒の肴とし楽しくロータリーライフを過ご
しましょう。もちろん、お酒を飲めない人、飲まない人も大歓迎
です。ロータリーはみんなに公平ですから。
　「飲みにケーションでクラブ活性化」を同好会の目的として、
会長は新井、副会長は岡村睦美さん、事務局長に請川かおりさん、
副事務局長に中村大祐さんと役職名は堅苦しいですが楽しくため
になる集まりにしていきましょう！そして仲間を増やしましょう！
皆様の参加宜しくお願い致します。

米山奨学会感謝状：
荒隆一会員､渡部行光会長

地区記念品：
財津雅一会員､渡部行光会長

北村透会員、岡村睦美会員、佐野良雄会員、森絹子会員、
渡部行光会長、荒隆一会員、中村将之会員

地区感謝状：北村透会員、渡部行光会長、田中德兵衞会員

●奨学金支給
王唯斯さん、
渡部行光会長

●アート & グルメ同好会　田中德兵衞会長
　2014年4月に岡村会員を幹事としてスタートしてから５年が経
ちました。
このクラブの一番の特徴は持ち回り幹事制ですので、色々な方々
に幹事をやって頂きました。
活動としては、名画を鑑賞してその後で和気あいあいと美味しい
食事を頂く事です。年に3～4回行っています。
名画に興味のある方、美味しい料理を食べたい方、次回は10月3
日にありますので、参加してみませんか。

川口ロータリー アート＆グルメクラブ活動内容 2019/08/01資料

場所 内容 お店 場所

2014年4月4日（金） ― ― ル・プティ・トノー 虎ノ門 12名 岡村会員

2015年2月20日（金） ― ― ふなつ亭 川口 6名 田中

2015年5月21日（木） 埼玉県立近代美術館 名画鑑賞 二木屋 浦和 18名 岡村会員

2015年7月22日（水） ― ― 都寿司 日本橋 15名 荒　会員

2015年10月5日（月） 東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館 最後の印象派1900-20‘ｓ　Paris 損保ジャパン日本興亜美術館内　特別食堂 新宿 22名 尾崎会員

2015年12月9日（水） 浅草演芸ホール　　 落語鑑賞 すき焼き「ちんや」 浅草 15名 森田会員

2016年3月15日（火） 日動画廊 昭和会展 クルーズクルーズ THE GINZA 銀座 12名 仲川会員

2016年6月1日（水） 綱町三井倶楽部 新緑の西洋庭園と6000坪の日本庭園を散策 綱町三井倶楽部内 三田 15名 齊藤会員

2016年7月29日（金） 国立新美術館 オルセー美術館・オランジェリー美術館所蔵ルノワール展 花郷　六本木 六本木 11名 白井会員

2016年10月21日（金） ― ― 割烹旅館　京亭 寄居 10名 白井会員

2016年12月7日（水） 国立新美術館 ダリ展 焼き鳥　伊勢廣　 紀尾井町 11名 白井会員

2017年2月1日（水） 東洋文庫ミュージアム ロマノフ王朝展～日本人の見たロシア・ロシア人の見た日本～ 寿司　髙はし 駒込 12名 牟田会員

2017年4月26日（水） 三菱一号館美術館 オルセーのナビ派展：美の預言者たちーささやきとざわめき 家全七福酒家　SEVENTH SON　丸ビル店　 丸の内 7名 小林会員

2017年6月9日（金） 東京都美術館 ボイマンス美術館所蔵ブリューゲル「バベルの塔」展 シャン・ドゥ・ソレイユ 神田 13名 朝日会員

2017年9月19日（火） 三菱一号館美術館 レオナルド×ミケランジェロ展 カフェ　ラ・ボエム　G-ZONE銀座店 銀座 7名 平田会員

2017年10月16日（月） ― ― シーガルフォーチャリティーディナー 渋谷 17名 田中

2018年1月24日（水） 森美術館 レアンドロ・エルロッヒ展：見ることのリアル 権八　西麻布 西麻布 12名 中村会員

2018年2月10日（土） ― ― 鴨料理　才兵衛 千葉県旭市 田中

2018年3月23日（金） 東京都美術館 ブリューゲル展 画家一族150年の系譜 どぜう飯田屋 浅草 10名 白井会員

2018年7月2日（月） 国立新美術館 ルーブル美術館展 とりなご 恵比寿 12名 白井会員

2018年9月26日（水） 東京都美術館 没後50年　藤田嗣治 展 よし邑 板橋区 10名 丸山会員

2018年12月7日（金） 国立新美術館 オルセー美術館特別企画　ピエール・ボナール展 鮮てっちり 六本木浜藤 六本木 8名 白井会員

2018年12月9日（日） ― ― 鴨料理　才兵衛 千葉県旭市 5名 田中

2019年3月26日（火） 三菱一号館美術館 ラファエル前派の軌跡展 Cafe1894（三菱一号館美術館内） 丸の内 10名 木内会員

2019年4月24日（水） 東京都美術館 クリムト展 シャン・ドゥ・ソレイユ 神田 14名 香穂会員

2019年7月10日（水） ― ― 割烹旅館　京亭 寄居 ２１名 原田会員

2019年7月29日（月） ― ― シーガルフォーチャリティーディナー 渋谷 ８名 田中

アート
日時

グルメ
参加人数 幹事役

川口ロータリークラブ／週報_No.5／中／A3／2018.8.6入稿分

●本日の行事

①GO-KON 交流会　（本庄久子 ブライダル委員長）

●入会式

事業所 ： 第一生命　西川口オフィス

住　所 ： 川口市芝新町 6-15　わらび市川ビル７階

Ｔ Ｅ Ｌ ： 050-3782-1352

Ｆ Ａ Ｘ ： 048-269-5822

役職名 ： 代表取締役

生年月 ： 昭和 20 年 4月

紹介者 ： 田中德兵衞

杉山  伶子
すぎやま　  れいこ

●ニコニコ資金報告　松井 実委員

184,000円
56,000円

240,000円

前日までの累計
本日の計(49件)
本日までの累計

●出席報告　丸山恵美子委員


