
 

第 2065回（7月 4日）例会報告 

＊点    鐘     藤倉 武 会長 

＊ロータリーソング   

 「ロータリーを他人に告げる歌」 

＊４つのテスト唱和                                        

＊会長報告       藤倉 武 会長 

＊幹事報告       川野健人 幹事 

＊表彰 

 ・ＲＬＩ表彰、バッジ授与  藤倉武会長 

 ・第２回米山功労者    田中利幸会員 

 ・第１回米山功労者   鈴木敬一郎会員 

＊結婚祝い   半田太会員 梁瀬里司会員 

＊誕生祝い  橋本恭一会員 宮本伸子会員 

＊出席状況報告       長島豊委員長 

＊ニコニコ報告       早﨑敬委員長 

＊委員会報告 

 ・国際ロータリー第２５７０地区 

 新井啓介地区幹事 

＊３分間スピーチ      矢澤大和会員 

＊クラブ協議会      

 ・会長           藤倉武会長 

・幹事          川野健人幹事 

・会計          田邉弘治会計 

・ＳＡＡ       倉持成一郎ＳＡＡ 

＊国際ロータリー第２５７０地区 

 地区役員委嘱状授与 

＊点    鐘        藤倉武会長 

 

 

 

 

 

ロータリーソング 

  

細井保雄ガバナー 

 

会長報告 

 

藤倉武 会長 

いよいよ、いよいよです。大活躍された五十幡会

長、時田幹事の後を引き継ぎ、細井ガバナーのもと、

私、藤倉と、川野幹事の番となりました。 

新しい２０１７～２０１８年度第１回例会でご

ざいます。会長としての初スピーチ、緊張しており

ます。 

７月２日に都議会議員選挙がありましたが、結果

は皆様ご承知の通りでございます。 

私は選挙速報を TVで見ながら、ロータリークラブ



について、何故、１９０５年ポール Pハリスら４名

がロータリーを創始してから、現在まで拡大継続し

ているのかを思っていました。必ず毎年替わる RI

会長、ガバナー、各クラブの会長、このことが継続

出来ている一つの大きな要因だと考えています。 

例えば政治でいえば、最初は国民の支持が有り、

過半数の議席を占めて国政を担っても、そのうち、

独善的になり、腐敗し、国民不在の政治を行い国民

の支持を失ってしまいます。 

ロータリーでは、毎年リーダーが代わる事により、

年度毎の活動が修正され、急激な変化をもたらさず、

会員に受け入れられて行き、様々な何年も続く、継

続的な奉仕活動も行ってきました。ロータリーは素

晴らしいシステムであると思い至りました。 

私も１年間なら何とか頑張れるとの思いで、計画

を実行して参りますで、各理事、役員、SAA、委員

長の皆様、会員の皆様のご協力を得て、本日より出

発いたしますので、ご協力よろしくお願い申し上げ

ます。 

これから、クラブ協議会となります。各委員長の

意気込みを発表していただきます。よろしくお願い

します。 

 

幹事報告 

 

川野健人 幹事                     

本年度、藤倉年度の幹事を仰せつかれました川野健

人です。宜しくお願いします。それでは、本日の理事

会で決定したことをご報告します。 

第 2回理事会 

第１号議案 ８月プログラム承認されました。 

第２号議案 出席免除者承認の件が承認されました。 

第３号議案 藤倉年度 ゆかた例会の件が承認されま

した。 

以上が本日の理事会で承認されました。 

報告事項 

６月１５日（木）行田地区警察官友の会理事会 行田

警察署会議室 藤倉会長出席 

６月２１日（水）平成２９年度行田市暴力排除推進協

議会総会 

        行田市役所内 藤倉会長出席 

６月２７日（火）行田地区警察官友の会 定時総会 ベ

ルヴィアイトピア 

      藤倉会長出席 

６月２８日（水）「忍川・酒巻導水路」川の国埼玉はつ

らつプロジェクト 

      第２回推進協 議会 行田市役所 五十

幡会員出席 

小沢誠邦会員が、６月末をもって、体調不良で退会さ

れました。残念ですが、皆様ご了解お願いします。以

上幹事報告でした。 

１年間、よろしくお願いいたします。  

 

 

表      彰 

 

ＲＬＩ表彰、バッジ授与 

 

藤倉武会長 



 

第２回米山功労者 

 

田中利幸会員 

第１回米山功労者 

 

鈴木敬一郎会員 

 

結婚祝い 

 

半田太会員 梁瀬里司会員 

誕生祝い 

 

宮本伸子会員 橋本恭一会員  

 

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 

50名 50名 42名 ０名 84．0% 

 

ニコニコ報告 

                早﨑敬 委員長 

藤倉会長 本日第一回例会日緊張しております。 

皆様の御協力宜しくお願い致します。 

川野幹事 本日より藤倉年度が始まります。皆様の御

協力を得て頑張りたいと思います。 

一句「汗かきて ロータリーに励む 旅鞄」 

一年間、俳句を頑張ってみます。 

細井ガバナー 行田さくらＲＣの皆様のおかげさまで

ＲＩ2570地区ガバナーになれました。 

一生懸命頑張ります。宜しくお願いします。 

藤倉、川野年度の大成功を祈念申し上げま

す。 

清水会員 来年平成 30年 4月 7 日(土)、4 月 8日(日)

は地区大会です。 

成功させよう地区大会、皆さんのご協力を

お願いします。 

「今年竹 藤倉年度 満を持し」 

藤倉会長、川野幹事ご苦労様です。 

松岡会員「夏なかば 藤倉丸の 船出かな」 

藤倉会長、川野幹事宜しく。 

長谷川会員 宜しくお願いします。 

古田会員 藤倉会長、川野幹事一年間ご苦労かけます。 

横川会員 藤倉、川野年度の船出おめでとうございま

す。ご活躍期待しております。 

松本(健)会員 初例会おめでとうございます。 



5月 22日に内孫男子誕生致しました。 

9年目にようやく出来ました。 

井上会員 藤倉年度スタートおめでとう、頑張ってく

ださい。 

 

矢澤会員 祝、藤倉、川野年度、3 分間スピーチをさ

せていただきます。 

神田会員 藤倉、川野年度の船出をお祝い申し、良き

年度になることを期待申し上げます。 

新井会員 藤倉会長、川野幹事様、初例会おめでとう

ございます。 

一年間体に気を付けて頑張ってください。 

前澤会員 台風が藤倉年度とやってきた。 

橋本(恭) 会員 昨日 64才になりました。残る人生を

計画的に大事にしていきたいと思います。 

島崎会員 本年度の三分間スピーチは会員の仮定の話

だそうです。 

第一週が矢澤家で、第二週が新井家、さす

がですね藤倉会長、この二軒だけは恐ろし

くて家庭の話というお願いは普通出来ませ

ん。究極の怖いもの見たさ、世界一の罰ゲ

ーム、藤倉会長あっぱれ。 

田島会員 藤倉、川野年度の船出を祝福致します。 

一年間の無事をお祈り致します。 

倉持会員 藤倉、川野年度スタート例会おめでとうご

ざいます。 

ＳＡＡ一年間宜しくお願い致します。 

阿部会員 初例会のこのはりつめた空気、藤倉会長頑

張って下さい。 

一句「はりつめた 思いを放つ 梅雨の空」 

五十幡会員 五十幡、時田年度の 1年間、そして 6月

25 日最終例会への会員皆様のご支援とご

協力に心から感謝申し上げます。ありがと

うございました。 

報告です。7月 10日、清水パスト会長、藤

倉会長、川野幹事と春の叙勲と授章された

江利川特別会員に記念品を届けてきます。

また細井年度のホームページも立ち上がり

ましたのでご覧下さい。 

宮本会員 今年度の初例会、なぜか台風までやってき

てしまいましたが、元気な矢澤さんのお話

で吹き飛ばしましょう。 

佐藤会員 中学 1年の長女が陸上部で県大会出場が決

まりました。100ｍと走り幅跳びです。 

父に似ず良かったと思います。 

同文～  藤倉会長、川野幹事様、初例会おめでとう

ございます。 

   戸ヶ崎会員、田中清自会員、田邉会委員、三島 

会員、渡辺会員、田中利幸会員、半田会員、鈴 

木会員、春日会員、上原会員、大谷会員、梁瀬 

会員、高橋会員、川辺会員、橋本祐一会員、長 

島会員、今津会員、山際会員、松本猛会員 

 

 

委員会報告 

 

国際ロータリー第２５７０地区 

    新井啓介地区幹事 

 

 ３分間スピーチ 

 

矢澤大和会員 

 

 

 

 

 

 

 

 



クラブ協議会 

 

藤倉武会長 

 

               川野健人幹事 

 

        田邉弘治会計 

 

倉持成一郎ＳＡＡ 

 

 

国際ロータリー第２５７０地区 

地区役員委嘱状授与 

   

 

点  鐘 

 

藤倉武会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



例 会 前 

 

五十幡年度スマイル表彰 細井保雄会員 

出席表彰 新井啓介会員 

 

 

会長賞 細井保雄会員、田島博夫会員 


