
 

 

第 2158 回（6 月 11 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 

＊会長報告        時田 忠彦 会長 

＊幹事報告        大谷 文孝 幹事 

＊出席状況報告      江口  明 委員 

＊ニコニコ報告      宮本 伸子 委員長 

＊委員会報告 

 クビアカツヤカミキリ撲滅活動の件   

川野 健人 会長エレクト 

＊クラブ協議会 

 奉仕プロジェクト委員会  田島 博夫 委員長 

 職業奉仕委員会      長島  豊 委員長 

 さくら文化・環境委員会  梁瀬 里司 委員長 

 ものつくり大学交流委員会 田中 利幸 委員長 

 クラブ友好交流特別委員会 新井 啓介 委員長 

 国際奉仕委員会      長谷川 博 委員 

 出席奨励委員会      江口  明 委員 

 プログラム委員会及び SAA 矢澤 大和 SAA 

 国際大会の報告       新井 啓介 会員 

＊点    鐘       時田 忠彦 会長  

           

 

 

 

 

 

 

 会長報告 

 

              時田 忠彦 会長 

こんにちは 

本日も前回と本日も前回と同じように各委員会

の発表です。 

出席奨励委員会、プログラム委員会、公共イメー

ジ委員会、クラブ会報委員会、ロータリー雑誌委員

会、会員増強委員会、職業分類・会員選考、ロータ

リー研修委員会、健康管理委員会、職業奉仕委員会、

社会奉仕委員会、青少年奉仕委員会、国際奉仕委員

会、さくら・文化環境委員会、ものつくり大学交流

委員会、ロータリー財団委員会、米山記念奨学委員

会、クラブ戦略特別委員会、クラブ友好特別委員会

です。本日は多くの発表があるのでスムーズに行く

様に皆で頑張って委員会の発表を終わらせましょ

う。 

 

 

 

 



幹事報告 

 

             大谷 文孝 幹事 

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

参加しました。 

6 月 7 日（金） 最終例会の打ち合わせを行いまし

た。時田会長・大谷幹事・橋本親睦家族委員長出席で

す。 

6 月 7 日 クビアカツヤカミキリ駆除活動が行われ

ました。 川野会長エレクト・春日副幹事・簗瀬さく

ら文化委員長・橋本恭一会員・田中利幸会員が参加で

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。 

各賞の打ち合わせも終わりました。 

最終例会を楽しみにしてください。 

 

以上幹事報告です。 

 

 

        出席状況報告 

江口 明 委員   

会員数 出席対象者 出席者 メーキャップ 出席率 

５１名 ４７名 ２０名 ２名 ４７% 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ報告 

宮本 伸子 委員長 

時田会長 本日は各委員長さんの年間の報告です。約

20 人弱の人たちがいるので、スムーズに運

ぶようにしてください。 

大谷幹事 本日はクラブ協議会です。皆様、宜しくお

願い致します。先日市役所で、パリで行わ

れるジャパンエキスポ行田足袋コレクショ

ンの予選審査をしてきました。私が高得点

を付けた人は、全員、本選出場となりまし

た。私はお目が高いことがわかりました。 

細井パストガバナー1 国際大会に参加しました。ド

イツの歴史、文化等、学ぶことができて、

とても為になりました。 

細井パストガバナー2 5 月 29 日（水）埼玉県庁副課

長 130 名を対象に、セミナーの講師を務め

ました。とても好評でした。 

 （詳細レポートを読ませて頂きました。） 

清水会員 会長・幹事・役員各位、ご苦労様でした。 

 一句『一年を 閉じてクラブや 梅雨に入る』 

横川会員 各委員長さん、一年間、ご苦労さんでした。 

井上会員 先日の葬儀には、皆様方には大変お世話に

なり、有難うございました。 

矢澤会員 国際大会行ってきました。次回はハワイ、

細井さん支援のためにも、多くのメンバー

の参加、お願いします。 

新井会員 先週は国際大会で、ドイツに行って来まし

た。細井直前ガバナー夫妻、矢澤さんは元

気でした。私よりも。 

橋本恭一会員 クビアカ狩りのままの服装で、申し訳

ありません。 

島﨑会員 2017-18 の米山奨学生が結婚式の写真を送

ってきてくれました。誰だか思い出せませ

ん。ベトナムのヴゥテゥイリン。フグと呼

んでいました。 

 こんな美人に化けるんだったら、もう少し

可愛がってれば良かった。 

田中利幸会員 本日荒木で、クビアカツヤカミキリの

捕獲作戦ありまして、みんなバンバン捕ま

えてましたが、私はダンゴムシやアリの巣

とか見つけてばかり。蟻が卵をもって逃げ

る姿に泪でました。 

 



川野会員 次年度のさくら文化の有志のメンバーで、

（クビアカツヤカミキリの）幼虫を荒木で

20 匹、西明寺で 2 匹捕まえました。 

長島会員 5 月最終例会、Red’s 戦ご参加、ありがとう

ございました。翌日、監督解任されました。 

中村会員 荒木のクビアカ退治に参加された方、お疲

れ様でした。西明寺の梅も駆除いただき、

有難うございます。ビギナーズラックで 2

匹取れました。 

今日はクラブ協議会です。同文として、長谷川会員、

渡辺会員、田島会員、宮本会員、江口会員、

松岡会員 

委員会報告 

 

川野 健人 会長エレクト 

クビアカツヤカミキリ撲滅活動の件   

 

       クラブ協議会 

 

奉仕プロジェクト委員会  田島 博夫 委員長 

 

職業奉仕委員会      長島  豊 委員長 

 

さくら文化・環境委員会  梁瀬 里司 委員長 

 

ものつくり大学交流委員会 田中 利幸 委員長 

副委員長 松岡圀男 

委員 清水孝夫 長谷川博 細井保雄 

 

今年度のものつくり大学交流委員会は 10月 28日日曜

日に学園祭『碧蓮祭』に行田古代米カレーの販売とク

ビアカツヤカミキリ及びポリオについてのパネル展示

を行いました。沢山の来場者を得て、カレーは完売。

売上金全てをポリオ撲滅のために寄贈致しました。 

また翌週 11月 06日には 

ものつくり大学さくら奨学生四名による卓話を頂き、



彼らの人生が花開く事を会員一同祈念致しました。 

ものつくり大学と行田さくらロータリーの更なる絆が

深まった年度でも有りました。 

ご理解ご協力頂きました、 

ものつくり大学の関係者各位と行田さくらロータリー

クラブの全会員に心より感謝申し上げます。 

 

 

クラブ友好交流特別委員会 新井 啓介 委員長 

 

国際奉仕委員会      長谷川 博 委員 

 

出席奨励委員会      江口  明 委員 

 

プログラム委員会及び SAA  矢澤 大和 SAA 

 

国際大会の報告       新井 啓介 会員 


