
 

第 2071回（8月 22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 2770地区 パストガバナー 中村 靖治 様 

 第 2570地区 ロータリーの友地区代表委員・  

    地区記念誌委員会第２G委員 大澤 衛 様 

（朝霞キャロット RC 幹事） 

 第 2570 地区 RLI 委員会委員・国際奉仕部門国際

支援委員会委員 大畑 茂 様 （朝霞 RC） 

第 2570 地区 RLI 委員会委員・ロータリー財団部

門補助金委員会委員長 村田 貴紀 様 

（本庄南 RC） 

   熊谷 RC会長 福島 良浩 様 

   熊谷 RC幹事 西田 善明 様 

   行田 RC会長 石渡 健司 様 

   行田 RC幹事 小松 和弘 様 

＊会長報告        藤倉  武 会長 

＊幹事報告        川野 健人 幹事 

＊表彰 

・アーチ・クランフ・ソサエティ（AKS)  

   第 2570地区 細井 保雄 ガバナー 

 ・マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（２） 

  松本 健一 会員 

＊入会式  江口 明 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 

 世界遺産・無形文化遺産登録推進委員会  

  田中 利幸委員長   

9月 9日シンポジウム参加のお願い 

＊卓話 

 第２７７０地区 パストガバナー 中村 靖治 様 

   「衛星クラブについて」 

＊点    鐘      藤倉  武 会長 

会長報告 

 

              藤倉  武 会長 

９月３日～４日はゆかた例会ですが、本日は、田村

親睦委員長が欠席ですので皆さんにお願いをいたしま

す。 

長瀞長生館の小埜常務にお願いをいたしまして秩父

の色々な地酒をしております。 

武甲酒造の日本酒、源作印秩父ワイン 焼酎、秩父

錦、秩父菊水酒造所の秩父小次郎、ベンチャーウィス

キーの珍しいウィスキーなどです。 

私は、酒には疎いし、呑めませんが、小埜常務と相

談し、秩父名産の銘酒を揃えて頂くようお願いしてお

ります．出欠を決めかねている会員の方々は、普段手

に入らない珍しい酒が呑めます。飲み放題です。ぜひ

参加をお願いします。 

次に私が危機感を持った事柄が有ります。後刻橋本

恭一会員が報告すると思いますが、８月１７日橋本会



員より声がかかりまして、橋本会員と日大の桐山氏、

など５名で行田市元圦公園、須加小学校、見沼公園、

武蔵水路の桜木をみてきました。恐ろしいことにどち

らにも外来害虫のクビアカツヤカミキリの被害を受け

ている桜の木がありました。この虫は中国、朝鮮、モ

ンゴルからの外来害虫です。桜の表皮に卵を産みその

幼虫が木の中に１０センチにもなる深さまで入り込み

２年で成虫になり穴をあけ外に出て交尾し繁殖します。         

この虫が増えると木を枯らしてしまいます。木は伐

り倒さなくてはなりません。館林高校ではこの虫にや

られて校庭の桜２４本全て伐採せざるをえなかったと

のことです。我がクラブは桜の愛護、保存、育成を目

標にしております。何とか被害が拡大しないよう願っ

ております。 

幹事報告 

 

              川野 健人 幹事 

本日は、２７７０地区中村パストガバナー様、卓話

ありがとうございます。また、本日は、メーキャップ

の皆様、ご来訪ありがとうございます。 

報告事項として、８月１０日細井ガバナーにおける

ロータリー研修、大変ありがとうございました。 

新入会員候補の皆様に対して、大変、熱弁をふるっ

て頂き、価値ある研修になりました。 

１８日、アメリカのアイダホからノエルが来日しま

した。羽田まで、迎えに行って頂いた 

カウンセラーの阿部会員、藤倉会長、矢澤会員、 

来週の夜間例会の出席が予定されています。皆様宜

しくお願いします。 

かわいくて、やさしい子なので、ここにいる おじ

さん達が大変心配です。 

私が、おじさん達を退治する役目としてこれから、

ホストファミリーとして役割を果たしたいと思います。 

来週は、ＲＯＴＥＸの東さんによる夜間例会です。

宜しくお願いします。 

表   彰 

 

アーチ・クランフ・ソサエティ（AKS)  

   第 2570地区 細井 保雄 ガバナー 

 

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（２） 

      松本 健一 会員 

入 会 式 

 

細井保雄ガバナーから江口明会員へバッチ授与 

 

    ガバナー・会長・幹事と記念撮影 



出席状況報告 

  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 ４７名 ３２名 ２名 ７２% 

 

 

ニコニコ報告 

               早﨑 敬 委員長 

熊谷ロータリークラブ 

福島会長・西田幹事 本日はお世話になります。宜し

くお願いします。 

行田ロータリークラブ 

石渡会長・小松幹事 表敬訪問に伺いました。 

藤倉会長 中村靖治パストガバナー卓話宜しくお 願

い致します。熊谷ＲＣ福島会長、西田幹事、本庄南Ｒ

Ｃ村田様、朝霞ＲＣ大畑様、朝霞キャロットＲＣ大沢

様、行田ＲＣ石渡会長、小松幹事メーキャップ有難う

ございます。 

川野幹事 本日は中村パスト会長様、卓話宜しくお願

いします。一句「コンビニで ようもないのに 涼ん

でいる 」 

細井ガバナー 第２７７０地区パストガバナー中 

 

村靖治様、ご来訪心より感謝しております。ご教示お

願い申し上げます。 

     江口様の入会歓迎いたします。 

清水会員 パストガバナー中村様、本日は卓話有難う

ございます。尚、大沢様にも宜しくお願いします。 

     一句「甲子園 地元花咲 天高し」 

     本日の準決勝を応援したいと思います。尚、

江口さんの入会を歓迎します。 

松岡会員 地元埼玉の花咲徳栄を応援しましょう。「爽

やかに 優勝期待 甲子園」 

長谷川会員 島崎さん３分間スピーチ楽しみにしてい

ます。 

古田会員 石渡会長、小松幹事さんご来訪ごゆっくり

どうぞ。 

松本健一会員 沢山のお客様のご来訪ありがとうござ

います。 

田邉会員 所用につき欠席します。細井ガバナーと公

式訪問同行記、８月２１日（月）本庄南ＲＣ6 時細井

ガバナー＋会長＋幹事＋新入会員２、懇親会。７時～

８時半公式訪問例会、細井ガバナーメッセージ役１時 

 

間以上、８時半～９時頃までＲＬＩ方式によるクラブ

協議会。終了後、握手、握手で散会。細井ガバナーは

「ロータリー伝道師」の境地なるべし、同行の倉持さ

んと行田１０時帰着。以上報告まで。 

矢澤会員 中村ＰＧのご来訪感謝いたします。今日は

メンバー全員がピリピリしているようです、中村ＰＧ

効果かと。 

新井会員 国際ロータリー２７７０地区中村靖治パス

トガバナー、大沢ロータリーの友地区代表委員、ご来

訪ありがとうございます。卓話楽しみにしておりまし

た。宜しくお願いします。 

島崎会員 往年の交換留学生、ブラジルのイサベラ・

ペンナッチから便りが届きました。日本語の勉強を再

開したそうです。矢澤さんと新井さんにも「元気です」

とついでに伝えてほしいと書いてありましたので本日

のこのニコニコでついでに伝えました。 

阿部会員 第２７７０地区ＰＧ中村様をはじめとした

多くのお客様、ご来訪ありがとうございます。感謝い

たします。 

五十幡会員 本日はＲＩ２７７０地区中村パストガバ

ナーのご来訪ありがとうございました。衛星クラブに

ついて勉強させて頂きますので宜しくお願い致します。 

宮本会員 暑さの戻ってきた本日、多くの来訪者をお

迎えして会場も厚い雰囲気です。行田ロータリークラ

ブ石渡会長様、小松幹事様をはじめ皆様宜しくお願い

致します。 

江口会員 本日より入会いたします。宜しくお願いし

ます。 

同文～ 第２７７０地区パストガバナー中村靖治様、

ご来訪心より感謝しております。ご教示お願い申し上

げます。 

戸ヶ崎会員 渡辺会員 神田会員 田中利幸会員 

田島会員 倉持会員 時田会員 梁瀬会員 

高橋会員 橋本祐一会員 長島会員 早﨑会員 

 

 

 

 

 

 

 

 



       委員会報告 

 

第 2570地区世界遺産・無形文化遺産登録推進委員会  

田中 利幸 委員長   

9月 9日シンポジウム参加のお願い 

 

 

    卓  話 

 

第２７７０地区 パストガバナー 中村 靖治 様 

      「衛星クラブについて」     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


