
 

第 2092 回（1 月 30 日）例会報告 

＊点    鐘     藤倉 武 会長 

＊ロータリーソング   

     ・我らの生業 

・「ロータリーとは何ですか？」 

ロータリーを他人に告げる歌 

＊４つのテスト唱和           

＊来訪者紹介 

  RID2570第 1グループガバナー補佐相原茂吉様 

 RID2570第 2グループガバナー補佐下山定夫様 

RID2570第 4グループガバナー補佐向井正義様 

RID2570ロータリー米山記念奨学部門 

ロータリー米山奨学推進委員会委員中鳶清様 

  ものつくり大学 学長 赤松明様 

ものつくり大学 建設学科教授 深井和宏様 

（指導教員：大会同行） 

ものつくり大学 総務課総務係 岩崎一真様 

（大学事務局：大会同行） 

ものつくり大学 建設学科   森脇康太様 

（出場選手） 

＊感謝状贈呈 熊谷特別支援学校八木秀一郎様より 

＊会長報告         藤倉武会長 

＊幹事報告         川野健人幹事 

＊出席状況報告       長島豊委員長 

＊ニコニコ報告       早﨑敬委員長 

＊卓話者紹介        宮本伸子会員 

＊本日の卓話    

  ・ものつくり大学 学長 赤松明様 

「2017 年技能五輪国際大会アブダビ大会」への

本学選手出場に伴うご協力の御礼 

  ・「2017 年技能五輪国際大会アブダビ大会」に出

場して 

ものつくり大学建設学科森脇康太様（出場選手） 

＊謝    辞       藤倉武会長 

＊来訪者より一言 

・RID2570第 1グループガバナー補佐相原茂吉様 

・RID2570第 2グループガバナー補佐下山定夫様 

・RID2570第 4グループガバナー補佐向井正義様 

・RID2570ロータリー米山記念奨学部門 

ロータリー米山奨学推進委員会委員中鳶清様 

＊点    鐘       藤倉武会長 

 

感謝状贈呈 

 

 

熊谷特別支援学校八木秀一郎様より 

 

点  鐘 



会長報告 

 

藤倉武 会長 

本日は熊谷特別支援学校長八木秀一郎様より感

謝状を頂きました。ありがとうございました。 

2017 年 11 月 16 日、社会奉仕委員会による熊谷

特別支援学校へのタブレット贈呈に対してでござ

います。前々年度阿部会長の時に５台、本年度に６

台お贈りしましたが、未だ不足とは思います。又、

将来もロータリークラブの補助金を用い贈呈を考

えていただきたいと思います。 

ところで、この特別支援学校には、５つの異なっ

た障害に対応する学校が設立されています。 

視覚者、聴覚障碍者、病弱、肢体不自由、知的障害

とあり、熊谷特別支援学校は肢体不自由児の学校で

す。行田には知的障害児の行田特別支援学校が有り、

実は知的障害の教育にもタブレットが有用である

ということです。 

特別支援学校でのタブレットを用いた授業につ

いては、場所を選ばず使用できることです。（学校、

家庭、校外学習）。児童生徒の学習補助として、集

中力を高め、興味を持たせ、学習のねらい、目標達

成のために非常に有用であります。 

昨日当アイトピアにて、行田ロータリークラブ担

当で、会長幹事会がありました。２月１１日のＩＭ

のパンフレットを頂きましたので回覧します。 

五十幡会員がベネファクター賞、清水会員がポー

ルハリスフェロー賞を受けられました。 

今日の来訪者をご紹介します。ガバナー補佐、下

山定男様、相原茂吉様、向井正義様、元ガバナー補

佐中嶌清様です。 

またものつくり大学より赤松 明学長、ドバイで行

われた、技能オリンピック世界大会に出場した森脇

康太さんに卓話をお願いいたします。 

 

         表  彰 

 

             五十幡和彦会員 

ロータリー財団表彰 べネファクター 

幹事報告 

 

川野健人 幹事                     

本日は、ものつくり大学の赤松学長様、そして、森脇さん

本日は卓話よろしくお願いいたします。 

また、本日は、下山ガバナー補佐、相原ガバナー補佐、

中島元ガバナー補佐、メーキャップありがとうございます。

いつになく、今、心が落ち着かない状況です。ありがとうご

ざいます。 

 

幹事報告です。 

来週は、日本経済新聞の記者卓話となります。 

以前、マスコミ関係の方と、魚豊にて打ち合わせをした時、

日本経済新聞社の方は、初めての参加 

で、しかも、女性の若い方でしたので、公共イメージ委員

長の半田会員が、自分で卓話を誘わないで、会長から卓

話の依頼した方です。楽しみにしてください。 

また、昨日案内をファックスしました、行田総合公園の多

目的広場のさくら植樹の案内文のタイトル 

が、日本さくらの会と記載されていましたが、日本さくらロ

ータリー会の誤りです。鈴木会員からご指摘を受けました。

ありがとうございました。 

  最後に、明日は、地区大会８日部会が、那のつで、１



８：３０分より行われます。対象の方は、参加してください。

以上幹事報告でした。 

 

出席報告 

  長島豊 委員長 

会員数 出席対象者 出席者 メーキャップ 出席率 

51 名 48 名 28 名 0 名 58％ 

 

 

ニコニコ報告 

                早﨑敬 委員長 

第 1グループガバナー補佐 相原様 ガバナーにはい

つもお世話になっております。本日はどう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

第 2グループガバナー補佐 下山様 ガバナー補佐と

して表敬訪問に来ました。宜しくお願い致

します 

第 3グループガバナー補佐 向井様 本日はよろしく

お願い申し上げます。 

鶴ヶ島 RC中嶌様 本日は DVDを届けに来ました。 

藤倉会長 第 1グループガバナー補佐相原様はじめ下

山様、向井様、中嶌様、ものつくり大学赤

松様、森脇康太さん卓話よろしくお願いし

ます。深井教授、岩崎様ありがとうござい

ます。 

川野幹事 本日は赤松学長、森脇さん卓話よろしくお

願いします。ものづくりで 2句「ものづく

り 人も育てる その技術」もう一句「つ

くるのは 心もつくる その笑顔」 

細井ガバナー ものつくり大学赤松学長様、奨学生の

皆様、ご来訪ありがとうございます。 

     ガバナー補佐相原様、下山様、向井様、ご

来訪ありがとうございます。 

長谷川会員 よろしくお願いします。 

松本健一会員 孫がインフルエンザＡ型になり家族全

員に移り大変でした。皆様もお気を付けく

ださい。 

田邉会員 番組宣伝です。NHKBS プレミアム偉人たち

の健康診断「天下人はなぜキレるのか？豊

臣秀吉」1月 31日（水）午後 8時から、秀

吉の好んだ能と健康との関係、私の謡いの

先生が出演します。 

矢澤会員 森脇さん、ようこそ、卓話楽しみです。ガ

バナー補佐の皆様、ようこそお越しいただ

きました。 

新井会員 RID2570 ガバナー補佐相原様、下山様、向

井様、本日のご来訪歓迎申し上げます。 

     ものつくり大学学長赤松様、本日のご来訪

歓迎申し上げます。森脇君、本日は卓話あ

りがとうございます。 

橋本恭一会員 赤松学長、ご来訪ありがとうございま

す。 

島崎会員「世界消滅の時、魔人現る」永井豪、画業 50

周年記念作品。あの伝説のスーパーロボッ

ト「マジンガーZ」が「兜甲児」と共に投影

アニメ映画で復活、1月 13日より公開中で

す。主題歌はもちろん水木一郎。ですが一

緒に見に行ってくれる人が見つかりません。

1人で見に行く勇気もありません。2018年

最初の大問題です。 

五十幡会員 本日は、ものつくり大学赤松学長、森脇

康太さん、深井教授、岩崎総務、相原ガバ

ナー補佐、下山ガバナー補佐、向井ガバナ

ー補佐、中嶌様、ようこそ行田さくらロー

タリークラブにお越しいただきました。卓

話、宜しくお願い申し上げます。 

宮本会員 本日は大学でお世話になります。今年も金

賞をとったのですが、残念ながら来年は国

際大会がありません。 

同文～  ものつくり大学赤松学長様、奨学生の皆様、

ご来訪ありがとうございます。 

     ガバナー補佐相原様、下山様、向井様、ご

来訪ありがとうございます。 

清水会員、松岡会員、三島会員、神田会員、渡辺会員、

田島会員、倉持会員、半田会員、大谷会員、

時田会員、高橋会員、長島会員、早﨑会員、

飯塚会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



卓話者紹介 

 

宮本伸子会員 

 

御   礼 

 

ものつくり大学 学長 赤松明様 

 

 

本日の卓話 

「2017 年技能五輪国際大会アブダビ大会」に 

出場して 

ものつくり大学建設学科森脇康太様（出場選手） 

 

 

 

 

 

 

 

来訪者より一言 

 

RID2570第 1グループガバナー補佐相原茂吉様 

  

 

RID2570第 2グループガバナー補佐下山定夫様 



 

RID2570第 4グループガバナー補佐向井正義様 

 

 

RID2570ロータリー米山記念奨学部門 

ロータリー米山奨学推進委員会委員中鳶清様 

 

 

ガバナー細井保雄様 

 

謝  辞 

点  鐘 

 

藤倉武会長 


