
 

第 2157回（6月 4日）例会報告 

＊点    鐘      時田 忠彦 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 

  米山記念奨学生 チャンマンタン君 

＊会長報告        時田 忠彦 会長 

＊幹事報告        大谷 文孝 幹事 

＊米山奨学金授与     チャンマンタン君 

＊結婚記念日祝 

  島﨑義春会員 

＊誕生日祝 

  松本健一会員(５月）  高橋貴子会員 

  春日雅樹会員 渡辺昭孝会員 中村重継会員   

＊出席状況報告      飯塚 秀司 副委員長 

＊ニコニコ報告      宮本 伸子 委員長 

＊ロータリーの友読み処紹介 

  ロータリー雑誌委員会 松本 猛 委員長 

＊委員会報告 

 川野年度第１回理事会報告  春日 雅樹 副幹事 

 親睦・家族委員会    橋本 祐一 委員長 

「最終例会の件」 

 国際奉仕委員会      

田島 博夫 奉仕プロジェクト委員長 

＊クラブ協議会 

 親睦・家族委員会   橋本 祐一 委員長 

 スマイル委員会    宮本 伸子 委員長 

 公共イメージ委員会  五十幡 和彦 委員長 

 クラブ会報委員会   渡辺 昭孝 委員長 

 

 ロータリー雑誌委員会 松本  猛 委員長 

 会員増強委員会    半田  太 委員長 

 米山記念奨学委員会  上原 謙一 委員長 

 クラブ戦略特別委員会 川野 健人 委員長 

＊点    鐘       時田 忠彦 会長  

           

 会長報告 

 

              時田 忠彦 会長 

こんにちは 

本日から最終月になりました。本日を入れて後、

例会が３回になってしまいました。本日から３週に

亘りクラブ協議会で各委員会の報告を聞き自分が

委員長としてやった事、できなかった事等を発表し

てもらい来年・再来年等に生かしてもらいたいと思

います。 

私自身、会長職を 1年以上たずさわり、色々と勉

強になりました。人前で話すのが苦手な私が少しは

話せる様になりました。それも私にとっては大きな

進歩だと思います。最終例会まで頑張ります。 

 

 



幹事報告 

 

             大谷 文孝 幹事 

5月 26日（日） 職業奉仕担当例会 埼玉スタジア

ム 2002 VIEW BOX からの浦和レッズ観戦例会で

した。40名を超える会員とご家族の皆様の参加を頂き、

大変すばらしい移動例会となりました。職業奉仕委員

会の長島委員長、委員の皆様ありがとうございました。 

ただ、浦和レッズが 1点も得点することなく敗れたの

は残念に思いました。 

 

6 月 1 日（土） 国際ロータリーハンブルク世界大

会が開催されました。 

行田さくらロータリークラブからは、細井パストガバ

ナー夫妻・矢澤会員・新井会員・藤倉会員の 5名が参

加しています。帰国後の報告会を楽しみにしましょう。 

 

時田年度、国際奉仕委員会で書き損じはがきを会員

の皆様より集めさせていただき、そのはがきを切手に

代えさせて頂きました。82 円切手が 162 枚、92 円切

手が 100枚になりました。会員の中で希望者にそのは

がきを買っていただけたらと思います。お金に換えた

後にポリオ撲滅基金に寄付させていただきます。ご協

力よろしくお願いいたします。 

 

6月 23日（日） 最終例会 葉県銚子市犬吠埼 「別

邸 海と森＆太陽の里」海の見えるバンケットルーム

にて行います。皆様の参加を宜しくお願い致します。 

 

以上幹事報告です。 

 

 

 

 

米山奨学金授与 

 

米山記念奨学生 チャンマンタン君 

結婚記念日祝 

 

島﨑 義春 会員   

誕生日祝 

 

松本健一会員(５月）  高橋貴子会員 

春日雅樹会員  渡辺昭孝会員  中村重継会員 

 

        出席状況報告 

飯塚 秀司 副委員長   

会員数 出席対象者 出席者 メーキャップ 出席率 

５１名 ４６名 ２９名 １名 ６５% 

 



ニコニコ報告 

宮本 伸子 委員長 

時田会長 ついに最終月になってしまいました。1 年

をふりかえり、どうだったかは、ものすご

く疑問です。 

大谷幹事 本日はクラブ協議会です。委員長の皆様、

時田年度の 1 年総括を宜しくお願い致しま

す。 

松本健一会員 誕生祝ありがとうございます。5 月 7

日でした。5 月は白内障、緑内障の入院で

全欠でした。 

渡辺会員 誕生日祝い、ありがとうございます。 

橋本恭一会員 本日はキタミソウを守る会の会費を集

めさせていただきます。個人個人からの集

金は、決定ではありませんが、今回が最後

になると思います。 

島﨑会員  5 年間待ち望んでいた、Hollywood 版

『 Godzilla 』映画『 Godzilla ： King of 

Monster』が 5 月 31 日ついに公開。Ultra・

Super 面白かった。 

 次は、2020 年 3 月 13 日公開の『Godzilla vs 

King Kong』。今から言っておきます。来年

のこの日、どんな大切な行事があろうと、

私はロータリーに出席いたしません。 

田中利幸会員 本日、川野年度の理事会がありました

が、クビアカツヤカミキリ対策の思いが強

く、感動しました。 

田島会員 先日、行田市消防団より可搬ポンプ車をい

ただき、輸出の準備をしてきました。東南

アジア方面に送る予定です。地区国際奉仕

委員会の事業です。 

五十幡会員 本日のクラブ協議会、公共イメージ委員

会の報告をさせて頂きます。一年間、大変

お世話になりました。 

中村会員 よろしくお願いします。。 

今日はクラブ協議会です。同文として、神田会員、阿

部会員、半田会員、鈴木会員、上原会員、

川野会員、高橋会員、橋本祐一会員、宮本

会員、松本猛会員、松岡会員 

 

 

 

 

ロータリーの友読み処紹介 

 

ロータリー雑誌委員会 松本 猛 委員長 

委員会報告 

 

川野年度第１回理事会報告  春日雅樹 副幹事 

 

親睦・家族委員会    橋本 祐一 委員長 

「最終例会の件」 

 

奉仕プロジェクト委員会  田島 博夫 委員長 



       クラブ協議会 

 

親睦・家族委員会    橋本 祐一 委員長 

 

スマイル委員会     宮本 伸子 委員長 

 

公共イメージ委員会   五十幡 和彦 委員長 

 

クラブ会報委員会    渡辺 昭孝 委員長 

 

ロータリー雑誌委員会   松本  猛 委員長 

 

会員増強委員会      半田  太 委員長 

 

米山記念奨学委員会    上原 謙一 委員長 

 

クラブ戦略特別委員会   川野 健人 委員長 

 

  


