
 

第 2070回（8月 8日）例会報告 

＊点    鐘     藤倉  武 会長 

＊ロータリーソング   奉仕の理想 

       「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 

 第２５７０地区 青少年奉仕部門青少年交換委員長 

吉田眞人様（深谷 RC) 

 第２５７０地区 青少年交換学生 伊佐山桃加さん 

＊青少年交換学生紹介・挨拶 

 第２５７０地区 青少年奉仕部門青少年交換委員長 

吉田眞人様（深谷 RC) 

 第２５７０地区 青少年交換学生 伊佐山桃加さん 

＊バッジ授与  第２５７０地区 細井保雄ガバナー   

＊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      早﨑 敬 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 長谷川 博 委員 

＊委員会報告 

 青少年交換委員会  阿部秀二郎カウンセラー  

＊３分間スピーチ     橋本 恭一 会員 

＊新入会員卓話 

 松本 猛 会員 

 佐藤 純也 会員 

＊点    鐘      藤倉  武 会長 

 

 

 

 

青少年交換学生紹介・挨拶  

 

第 2570 地区 青少年奉仕部門青少年交換委員長 

吉田眞人様（深谷 RC) 

       青少年交換学生 伊佐山桃加さん 

 

バッジ授与 第 2570地区 細井保雄ガバナー 

 



 

会長報告 

 

               藤倉  武 会長 

本日は青少年交換委員会委員長 深谷ロータリーク

ラブ吉田眞人様、交換学生、現在大妻中学校高等学校

２年生、今年度米国アイダホ州へ行かれます、伊佐山

さんご来訪ありがとうございます。又、新入会員卓話

として、２名、松本猛会員、佐藤純也会員に卓話をし

ていただきます。新入会員の方々は緊張しているかと

思いますが、古くからの会員の方も、最初は新入会員

であったわけでして、同じ経験をされているわけです。

落ち着いてお話をしていただければ良いと思います。 

今回は、新入会員の方にロータリークラブの義務と

特典についてお話をします。先輩会員には再確認とい

うことでお願いします。 

ロータリー会員の義務とは 

１． 会費の納入の義務があります。ロータリーク

ラブの会員になったからには、その身分を終結するま

で、会費を支払う義務があります。この中には、ロー

タリーの友の購読料も含まれています。 

２．会員は毎週開かれる例会に出席する義務があり

ます。本期毎にメーキャップを含む出席率が少なくと

も５０パーセント以上、行田さくらロータリークラブ

の例会の出席率は３０パーセント以上が必要です。例

会の時間１時間の６０パーセント３６分は会場に居な

くてはならない事になっています。 

３．ロータリーの目的を理解し、日常の生活活動の

中で、その精神を実践していくこと。定款、クラブ細

則を読み、それを遵守する事です。 

ロータリークラブの会員の特典は、 

１．ロータリークラブの会員には、本人の希望だけ

ではなれず、会員の推薦、選挙され会員になれること。 

２．世界のロータリークラブの例会に自由に参加で

きること。 

３．ロータリアンとして絶大な信用を得る事。 

４． 様々な奉仕活動に参加出来る事。 

５． ロータリアンとして、適格者を会員に推薦出

来る事。などです。 

年度計画書の後ろの部分に行田さくらロータリーク

ラブ定款と細則が載せてありますのでよく読んでいた

だく事をお願いして私の話を終わりといたします。 

 

幹事報告 

 

 川野 健人 幹事 

伊佐山さん、地区青少年交換委員会吉田委員長ご来

訪ありがとうございます。 

本日は、松本会員、佐藤会員の卓話です。 

宜しくお願いします。 

先週の 8 月１日例会終了後、ゆかた例会の下見を、

田村親睦・家族委員長と委員の皆様と行ってきました。

長瀞の長生館の景色は大変いいものでした。 

ゆかた例会の出欠を提出して頂ければと思います。 

８月７日、会員増強、スマイル、出席奨励委員会の

炉辺を行いました。 

さて、来週は、お盆ですので、定款規定に基づきお

休みですので、お間違えないようにお願いします。 

その次の週は、細井ガバナーからのリクエストによ

る２７７０地区の中村パストガバナーによる卓話です。

皆様の参加をお待ちしております。 

 

 

出席状況報告 

  早﨑 敬 委員 

会員数 出席対象者 出席者 メーキャップ 出席率 

４９名 ４８名 ２４名 １名 ５２% 

 

 

 



ニコニコ報告 

               早﨑 敬 委員長 

地区青少年交換委員長深谷ＲＣ 吉田真人様 本 日

は派遣生、伊佐山さんの出発日が決まりま

したので挨拶に連れて参りました。宜しく

お願い致します。 

藤倉会長 青少年交換委員会吉田委員長、交換学生伊

佐山さん来訪ありがとうございます。又、

新入会員松本会員、佐藤、卓話宜しくお願

い致します。 

川野幹事 伊佐山さん、青少年交換委員会委員長吉田

様ようこそいらっしゃいました。新入会員

の松本猛会員、佐藤会員卓話宜しくお願い

します。台風が通過中の一句「台風だ 関

係はない 例会は」 

細井ガバナー 地区青少年交換委員長吉田真人様、青

少年交換派遣生伊佐山桃加さんご来訪あり

がとうございました。 

清水会員 一句「新人の 卓話後おし 野分かな」（野

分は秋の暴風のことです。）松本さん、佐藤

さん卓話ご苦労さまです。 

松岡会員 一句「新人の 卓話歓迎 秋立てり」暦の

上ではもう秋となりました。「秋立てり」と

は立秋のこと。 

長谷川会員 宜しくお願いします。 

横川会員 細井ガバナー、地区副幹事の皆さん、公式

訪問ご苦労様です。 

矢澤会員 松本さん、佐藤さん、卓話楽しみです。 

新井会員 地区青少年交換委員長吉田真人様、本日は

ようこそ！新入会員卓話の松本様、佐藤様

宜しくお願いします。伊佐山さんアメリカ

で友達をいっぱいつくって下さい。 

渡辺会員 昨日、深谷ノースクラブへのガバナー訪問

に同行させていただきました。大変勉強に

なりました。 

橋本恭一会員 ３分間スピーチさせていただきます。 

島崎会員 不染鉄（ふせんてつ）をご存知ですか。ほ

とんど無名ですが、独創的で不思議な魅力

を持った作品を描く日本画家です。特に富

士山の絵は一度見たら忘れられないと思い

ます。東京ステーションギャラリーで８月

２７日まで公開中、と言っても誰も行かな

いと思いますが。 

田島会員 お陰様をもちまして弊社操業３０周年の機

会に社名が変わりました。今後とも皆様に

ご愛好お願い申し上げます。 

阿部会員 青少年交換委員長吉田様、交換学生伊佐山

さん、ようこそいらっしゃいました。いよ

いよ渡米です。頑張ってください、応援い

たします。 

五十幡会員 今月のガバナー月信よりマイロータリー

登録者報告が掲載されました。行田さくら

ＲＣは登録者数２５名でトップです。皆様

のご協力有難うございました。 

五十幡会員 同じく月信において地区会員数が２３年

ぶりにプラスになりました。地区純増３０

名中行田さくらＲＣがトップです。皆様の

ご協力有難うございました。松本さん、佐

藤さん入会有難うございます。 

時田会員 松本会員、佐藤会員の卓話楽しみにしてい

ます。 

松本猛会員 皆様の前でしゃべれて大変恐縮しており

ます。どうぞよろしくお願いします。 

佐藤会員 本日は人生初の「卓話」頑張ります。ドキ

ドキして昨夜は寝れませんでした。宜しく

お願い致します。 

同文～  青少年交換委員会吉田委員長、交換学生伊

佐山さん来訪ありがとうございます。又、

新入会員松本会員、佐藤、卓話宜しくお願

い致します。 

戸ヶ崎会員 松本健一会員 田中利幸会員 倉持会員 

高橋会員 橋本祐一会員 早﨑会員 

 

 

「ロータリーの友」 読みどころ紹介 

 

    ロータリー雑誌委員会 長谷川 博 委員 

 



ロータリーの友 ８月号読みどころ 

１・Ｐ５ アトランタ国際大会 2,277人が登録 

ロータリー財団に1万ドル寄付。 

２・Ｐ７～１３ 会員増強・新クラブ結成 

これまでの殼を破る 

３・Ｐ２４～２９ 財団１００周年を祝う 

ジヤーム ＲＩ会長・ビル・ゲイツ氏・ジャック・ニ

クラウス氏・コカ・コーラ社ジェームズ・クインシー

ＣＥＯ・ヤング氏の話 

 「友達になりたい、一緒に楽しみたい」は伝わる 

４・Ｐ３２～３３ロータリー米山記念奨学事業の基礎知 

 識 

５・Ｐ６８～６５『新会員のロコミで広がるクラブの魅

力』 

６４人のクラブが１１５人に伝説の会長田中久夫氏 

今年度2840地区のガバナー「例会を面白くするこ

と」が秘訣 

 

          委員会報告 

 

 青少年交換委員会  阿部秀二郎カウンセラー  

 

３分間スピーチ  

 

    橋本 恭一 会員 

       

 

 

  新入会員卓話 

 

                 松本 猛 会員 

 

 

               佐藤 純也 会員  


