
 

第 2066 回（7 月 11 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  

＊感謝状授与 

  2016-2017年度前嶋年度地区役員に感謝状 

  前澤忠会員、高橋貴子会員、田島博夫会員、 

島﨑義春会員                                       

＊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       橋本祐一委員 

＊ニコニコ報告       早﨑敬委員長 

＊「ロータリーの友」読みどころ紹介 

   ロータリー雑誌委員会 前澤忠委員長 

＊委員会報告 

 ・会員増強委員会 橋本祐一委員長 

＊クラブ協議会      

 ・クラブ管理運営委員会、クラブ戦略特別委員会 

時田忠彦委員長 

・公共イメージ委員会   半田太委員長 

・会員増強常任委員会   五十幡和彦委員長 

・奉仕プロジェクト委員会 田島博夫委員長 

・ロータリー財団、米山委員会 阿部秀二郎委員長 

・社会奉仕委員会     大谷文孝委員長 

・スマイル委員会     早﨑敬委員長 

＊点    鐘       藤倉武会長 

 

 

 

点  鐘 

 

藤倉武 会長 

感謝状授与 

 

前澤忠会員、高橋貴子会員、田島博夫会員、島﨑義春会員  

 

細井保雄会員、新井啓介会員 



会長報告 

 

藤倉武 会長 

今日は！７月８日（土）みらい大ホールで行われた、

「第６７回社会を明るくする運動行田大会」について

お話をいたします。 

我が行田さくらロータリークラブは実行委員会の構

成メンバーになっておりますので、私が出席をいたし

ました。 

又、私は、行田地区協力事業主会の会長をさせて頂

いておりますので、当日は、壇上にて挨拶をさせてい

ただきました。 

社会を明るくする運動は、１９４９年７月１３日～

１９日東京の銀座で行われた「犯罪者予防更生法実施

フェアー」という行事が始まりで、犯罪を無くして社

会を明るくするために、犯罪の防止と犯罪者の矯正更

生保護に理解、協力を国民に呼びかけるのが趣旨でし

た。 

行田市では、工藤市長が実行委員長となっており、

保護司会等が運営しております。 

私が所属している協力事業主会とは、保護司の先生

方のサポーター役であると云っております。 

犯罪を犯してしまい、刑に服し、刑期満了前に出所

し、保護観察対象となった者は、保護司がその相談に

当たるわけで、保護司の先生と相談し就労支援をする

のが私達の団体です。 

一番の課題は、再犯防止です。検挙者に占める再犯

者の割合は、年々増加しており、５０パーセント弱に

なっています。 

出所者の内、再犯者で、職に就いている人が７．７パ

ーセント、刑務所に戻った再犯者の内、７０パーセン

トが、無職であったという事です。 

刑務所を出所すると、多少の期間生活は出来ますが、

すぐに生活費に困ってしまいます。職に就き、働いて、

生活費を稼がねばなりません。 

金が無くなれば、又犯罪を犯す確率も増えてきます。 

私達は保護司の先生方に協力し、出所者の就職のお手

伝いをしている訳です。 

２０１６年１１月７日に「再犯防止等推進法案」が

衆議院を通過し成立しました。と同時に法務省運営の

「矯正就労支援情報センタ」が始動しましたが、この

４月までに、就職内定者は、２０名だということです。 

昨年度全国で出所者の内就職希望者は約４０００人、

内就職決定者は、５８０人だそうです。 

安心安全な生活環境を保つには、再犯者の割合を減

らす事が重要な課題である事がお判りの事と思います。 

現実問題として、出所者を雇用する事は、経営者とし

てリスクを負い、大変な事と思いますが、再犯者を減

らし、社会から犯罪を減らす事になりますので、もし

雇用していただければ良い事と思います。 

こんな思いで７月８日「社会を明るくする運動行田

大会に参加いたしました。 

ありがとうございました。 

 

幹事報告 

 

川野健人 幹事                     

報告事項です。 

平成２９年７月７日（金）行田市役所内 平成２９

年度行田市交通安全対策協議会定期総会及び第１回協

議会が行われました。藤倉会長が出席しました。 

７月８日（土）みらい 第６７回社会を明るくする

運動「行田地区大会」が開催されました。藤倉会長 川

野が出席 

７月９日（日）紫雲閣 公共イメージフォーラムが

開催され、細井ガバナー、新井地区幹事地区副幹事、

井上会員、藤倉会長、私が出席しました。公共イメー

ジの向上にあたり、各クラブが、プレス関係者前でピ

ーアールした始めての試みで、盛況なフォーラムとな

りました。 



７月１０日（月）埼玉県立大学 当クラブの名江利

川毅
たけし

名誉会員に４月２９日に瑞宝大綬章（ずいほうだ

いじゅしょう）を受賞したお祝いに、五十幡直前会長、

清水会員、藤倉会長、私が埼玉県立大学にお伺いして、

記念品、年度計画書、地区協議会資料を渡して来まし

た。 

会費の納入のお願いです。 

７月６日付けで、ご案内とおり、半期分１２万円と後

期米山奨学会寄付金１万円の合計１３万円の納入をお

願いします。 

告知です。 

７月１４日（金）１９時より 五十幡年度 最終理事

会が魚豊１階で行われます。理事の皆様宜しくお願い

します。 

８月１０日（木）６時３０分より、魚豊にて、会員

増強委員会の拡大委員会を行います。 

この委員会は、細井ガバナーを卓話者として、奉仕と

は何かを卓話して頂き、ＪＣ、ＹＧ等と言った方々に

参加をつのり会員増強を行う企画です。皆様におかれ

ましても、入会候補者がいるようでしたら、橋本会員

増強委員長まで申出を頂ければと思います。 

 

出席報告 

   橋本祐一 委員 

会員数 出席対象者 出席者 メーキャップ 出席率 

50 名 48 名 33 名 1 名 71．0% 

 

ニコニコ報告 

                早﨑敬 委員長 

藤倉会長  第 2回クラブ協議会です。 

宜しくお願い致します。 

川野幹事  本日はクラブ協議会の各委員長方針

です。 宜しくお願いします。 

どこまで続くか分りませんが、一句 

「クーラーの ある例会は これ一番」 

細井ガバナー ７月９日（日）公共イメージフォー

ラムお陰様で大成功しました。 

皆様のおかげ様です。 

清水会員 「名誉会員の 叙勲嬉しき 炎暑かな」 

名誉会員於江利川さんが叙勲されま

した。新旧会長とお祝いに行ってきま

した。 

松岡会員 「梅雨明けの 待たるるクラブの 協議

会」 委員長各位、宜しくお願いします。 

長谷川会員 宜しくお願いします。 

古田会員 猛暑でありますが、皆さん元気で夏をお

過ごし下さい。 

横川会員 今年の夏祭りが近づきました。 

町内の責任者として今年が最後となり 

ました。ホットしております。 

矢澤会員 本日欠席させていただきます。 

新井会員 ３分間スピーチをさせて頂きます。 

時間オーバーしたらごめんなさい！ 

宜しくお願いします。 

前澤会員 今日はロータリーの友の読みどころを

やります。 宜しく。 

島崎会員 謎だらけだった庵野秀明監督の 

「シン・エヴァンゲリオン劇場版Ⅱ」 

（リピート）の製作が進んでいると言う

ニュースが飛び込んできました。まだ

公開日は決まっていませんが、その日

は、何があっても「シン・エヴァ」を

優先し、一緒に見に行くという約束を

娘とラインで再確認しました。 

倉持会員 本日もクラブ協議会です。各委員長皆様、

３分間スピーチ新井さん、宜しくお願い

致します。 

五十幡会員 会員増強常任委員長の五十幡です。 

会員増強は会員皆様のご協力なくして 

出来ません。 

今年１年会員皆様のご協力をお願い致 

します。 

時田会員 私、先週欠席したため本日が本年最初の

例会です。 

また１年間頑張ります。皆さん宜しくお

願いします。 

宮本会員 暑い季節になりました。 

冷たいもののとりすぎには要注意と思 

いつつ、つい氷やアイスに目がいってし

まいます。 

松本会員 先週は会長に御足労かけまして大変恐

縮しております。今後ともよろしくお願

いします。 

佐藤会員 明日７月１２日は双子の次女、三女の誕

生日です。 

７００ｇと６５０ｇ、とても小さく生ま 



れた二人。生存確率２５％と言われた二 

人。今は元気に東小学校の３年生です 

第２回クラブ協議会です。宜しくお願い致します。 

同文～ 戸ヶ崎会員、田中清自会員、田邉会員、神

田会員、橋本恭一会員、田中利幸会員、田島会員、

半田会員、鈴木会員、春日会員、大谷会員、高橋会

員、橋本祐一会員、早崎会員 

 

「ロータリーの友」読みどころ紹介 

 

ロータリー雑誌委員会 前澤忠委員長 

１・Ｐ３ 今年度の新たなる『友』 

２・Ｐ６ ロータリ－とは 

３・Ｐ７～１９ イアンＨ．Ｓライズリ― 

  ＲⅠ会長の紹介 

４・Ｐ２０～３７ ガバナ－の横顔 特に 

  Ｐ２４ 誠実で信頼できる人  

 細井保雄  ガバナ－の紹介 

５・Ｐ８９減塩と健康寿命 

６・Ｐ８４クラブを訪ねて 熊本りんどうＲ．Ｃ 

 

委員会報告 

 

会員増強委員会 橋本祐一委員長 

８月１０日（木）拡大炉辺「細井保雄ガバナー卓話」

の件 

 

３分間スピーチ 

 

新井啓介会員 

職業奉仕以外の３分間スピーチ 

私の生業の３分間スピーチに続き、今年度は、職業奉

仕以外の３分間スピーチということで、何の話にしよ

うかと考えたのですが、今年度は、地区幹事を務めさ

せて頂くことになりましたので、ＲＩ第２５７０地区

の話をさせて頂きます。７月２日に、年度初め地区役

員合同会議で、細井ガバナー年度は、始まりました。

この会議では、細井ガバナーより、地区役員全員に委

嘱状が渡されました。地区役員の数約１６０名と諮問

委員（パストガバナー）１４名の方々の名前を読み上

げることは、大変でした。地区組織が大きくなりすぎ

たという方がおりますが、確かにそう感じます。その

反面、会員数は、６月末の人数がまだ算出されていま

せんが、５月末で１６６６名ですので、もう少し減る

ことは確実です。予算は、１６３０名で、約４千６百

万円で組みましたので過去最低です。 

地区幹事は、地区会合の準備、書簡の処理、諸会合の

議事録の編集、日常の管理事務の面でガバナーを補佐

する任務、また地区財務会計の任務もあります。 

地区事務所には、３名の職員が２名体制で勤務してお

りますので、今のところ私も毎日、出勤し、顔を出し

ています。来週、１８日、川越ＲＣを最初に細井ガバ

ナーの公式訪問例会が、始まります。７月は、９クラ

ブ、８月は、１３クラブ１２か所、９月は、１９クラ

ブ１３か所、１０月は、１０クラブ８か所に訪問しま

す。１０月３１日の最終訪問が我クラブとなります。

公式訪問の随行者は、正副幹事と我クラブメンバーで

組んで毎回２～３名で随行して参ります。一方、細井

ガバナーと奥様は、他地区の地区大会への訪問が、９

月中旬から５月までの土日は、続きます。また、我ク

ラブは、４月７日８日の地区大会に向けての準備が本

格始動します。３月２８日は記念ゴルフ大会も行いま



す。今月から、各部門セミナーや研修会、各種事業、

各クラブ周年式典、さらには各グループのＩＭ、年間

活動計画は、目白押しです。そして、最後６月はトロ

ント国際大会です。ガバナーズナイトは、大いに盛り

上がりましょう。 

最終日６月３０日年度末地区役員合同会議まで、ロー

タリー漬けになりそうです。細井ガバナーとクラブの

ために、頑張りたいと思います。 

今、一番困っていることは、ガバナーエレクトが決ま

っていません。次のガバナーノミニーを決める時期も

近づいています。私達が細井ガバナーを輩出したよう

に、どこかのクラブで輩出してくれることを願ってい

ます。 

 

 

 

クラブ協議会 

 

クラブ管理運営委員会、クラブ戦略特別委員会 

時田忠彦委員長 

 

公共イメージ委員会   半田太委員長 

 

会員増強常任委員会   五十幡和彦委員長 

 

 

奉仕プロジェクト委員会 田島博夫委員長 

 

 

ロータリー財団、米山委員会 阿部秀二郎委員長 

 

社会奉仕委員会     大谷文孝委員長 

 



 

スマイル委員会     早﨑敬委員長 

 

点  鐘 

 

藤倉武 会長 


