
 

第 2113回（７月３日）例会報告 

～時田年度 初例会～ 

＊点    鐘      時田 忠彦 会長 

＊国歌斉唱 

＊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 

＊米山奨学金授与  

 米山記念奨学生 チャンマンタン君 

＊第２５７０地区より 感謝状 

          細井保雄 パストガバナー 

 新井啓介会員  矢澤大和会員  田邉弘司会員 

橋本恭一会員 田島博夫会員  島﨑義春会員 

 倉持成一郎会員 半田太会員  五十幡和彦会員 

時田忠彦会員 清水孝男会員 

＊幹事報告        大谷 文孝 幹事 

＊結婚記念日祝 

 半田太会員  梁瀬里司会員 

＊誕生日祝 

 時田忠彦会員  橋本恭一会員  宮本伸子会員 

＊出席状況報告      松本 猛 委員 

＊ニコニコ報告      宮本 伸子委員長 

＊クラブ協議会 

会長         時田忠彦会長 

 幹事         大谷文孝幹事 

 会計         橋本恭一会計 

 SAA・プログラム   矢澤大和委員長 

 

 公共イメージ委員会  五十幡和彦委員長 

＊点    鐘      時田 忠彦 会長 

 会長報告 

 

              時田 忠彦 会長 

こんにちは、 

会長として初めての挨拶です。非常に緊張しています。

一年後にはちゃんと挨拶が出来るようになればと思い

ます。どうなるかわかりませんが最後には素敵な今以

上に素敵なクラブになれば良いと思っています。一年

間皆様のお力を借り一人前の会長になれたらと思いま

す。どうか最後までよろしくお願いします 

 

米山奨学金授与 

 

米山記念奨学生 チャンマンタン君 

 



第２５７０地区より 感謝状 

 

細井保雄 パストガバナー  

新井啓介会員  矢澤大和会員  田邉弘司会員 

橋本恭一会員 田島博夫会員  島﨑義春会員 

倉持成一郎会員 半田太会員  五十幡和彦会員 

時田忠彦会員 清水孝男会員 

 

幹事報告 

 

              大谷 文孝 幹事 

いよいよ、時田年度がスタートいたしました。 

時田会長と共に、会員の皆様の記憶に残るような年度

にしていきたいと思います。 

また、幹事として会の運営がスムーズに行くように心

がけ、1 年間頑張っていきたいと思いますのでご協力

よろしくお願い致します。 

本日は第 2回の理事会が行われました。 

第１号議案  ８月のプログラムが承認されました。 

第２号議案 行田さくらロータリー杯ミニバスケット

大会協賛が承認されました。 

第３号議案  出席免除者が承認されました。 

第４号議案  時田年度 ゆかた例会が承認されまし

た。場所は伊香保温泉の玉樹です。 

第５号議案  第 25 回市民祭・行田浮き城まつり広

告協賛が承認されました。 

第 6号議案  7月 24日の例会場が変更になり、見沼

元圦公園駐車場集合でクビアカツヤカミキリの現状

視察を行い、その後に水資源機構で例会を行うこと

が承認されました。 

第 7号議案 ガバナー公式訪問、吹上ロータリークラ

ブとの合同開催になった経緯を 7 月 17 日のクラブ協      

議会で会長より報告することが承認されました。 

第 8号議案 交換留学生ノエルの空港見送りに 3名の

会員が行っています。3 名のメーキャップが承認さ

れました。 

 

        出席状況報告 

  松本 猛 委員 

会員数 出席対象者 出席者 メーキャップ 出席率 

５１名 ４９名 ３５名 ３名 ７７．５% 

 

ニコニコ報告 

              宮本 伸子 委員長 

時田会長 今月は誕生月です。有難うございました。 

 また、新年度を迎え第一回目の例会です。 

 これから一年間皆様に力をお借りして、一

生懸命やっていきたいと思いますので、よ

ろしくご指導ご鞭撻お願いします。 

大谷幹事 いよいよ時田年度がスターとしました。会

員のみなさまの心に残るような年度にした

いと思います。皆様のご協力を宜しくお願

い致します。 

細井パストガバナー 時田会長、大谷幹事、ご就任お

目出とうございます。大成功をご祈念しま

す。 

清水会員 “時田君、大谷君”ご苦労さんです。気楽に

楽しくやりましょう!! 

一句『今年竹（ことしだけ） 楽しくやろ

う ロータリー』 



松岡会員 一句『梅雨明けや 退会決意の 初例会』 

年末までお世話になり、息子と交替いたし

ます。 

長谷川会員 時田・大谷年度の船出をお祝いします。 

古田会員 猛暑の中、新年度、皆さん、お疲れ様です。 

井上会員 時田・大谷丸の出航、御目出当ございます。

長い様で短い一年ですので頑張って下さい。

期待しております。 

矢澤会員 時田会長、健康に留意して下さい。 

 大谷幹事、時間のやりくり大変でしょうけ

ど、うまくやりくりを。 

神田会員 時田さん、大谷さん、熱い船出を期待して、

今年度もよろしくお願いします。 

新井会員 時田、大谷年度の初例会、おめでとうござ

います。昨年度は地区幹事として、皆様に

多大なご協力を頂き、ありがとうございま

した。 

前澤会員 トロントでのガバナーズナイト、皆様のご

協力ありがとうございました。感謝いたし

ます。 

橋本恭一会員 本日誕生祝いありがとうございます。

前期高齢者となりました。マイペースでが

んばります。 

島崎会員 藤倉年度の最終例会、皆様が「ライオンキ

ング」に浮かれている同時刻、私は一人、

米山の委員長会議に出席しておりました。

芝公園の増上寺の直ぐそばでしたので、健

気にも私は、今年度一番心配な時田会長の

健康を案じ、お守りを買ってまいりました。 

田中利幸会員 時田さん、大谷さん、1 年間お世話に

なります。。 

田島会員 世界大会のご参加の方々には大変お世話に

なりました。 

倉持会員 時田・大谷年度のスタート、お祝い致しま

す。 

半田会員 トロント国際大会での田辺さんのひと言 

「ペットボトルのお茶位は出るんだよ

ね？」。 

五十幡会員 本日は時田年度の初回例会、時田・大谷

年度のスタートを楽しみにしておりました

ので、よろしくお願い致します。。 

藤倉会員 何か気分が大分楽になってます。今後もよ

ろしくお願いいたします。時田会長、大谷

幹事、よろしくお願いします。 

松本猛会員 時田年度お祝いします。休みが続きまし

て申し訳ありません。 

同文～  時田会長、大谷幹事、初例会、御目出当ご

ざいます。 

戸ヶ崎会員、松本健一会員、田中清自会員、田邉会員、 

三島会員、渡辺会員、鈴木会員、春日会員、梁瀬会員、 

橋本祐一会員、丑久保会員、早﨑会員、宮本会員、 

江口会員、飯塚会員 

 

      クラブ協議会 

 

会長         時田忠彦会長 

2018-2019 年度 43 代会長を仰せつかりました。時田

です。力不足ではありますが一生懸命に一年間皆様の

お力をお借りし会長職をまっとうしていきたいと思い

ます。何卒皆様のお力添えよろしくお願いいたします。 

今年のテーマは『がんばろう奉仕のために、そして

時を捧げよう』ロータリ―に参加してよかった。ロー

タリーは面白いと思ってもらえるように皆さんがアク

ティブに参加してもらう事でクラブ全体が楽しくなる

とお思います。それから一人一人のイメージ UPも、

とても大切だと思います。常に格好良く人から注目さ

れるようなクラブになる事が素敵なクラブになる事だ

と思います。 

委員会の垣根を越えて色々な人がかかわることにお

いて一致団結したクラブにしていきたいと思います。

昨年、細井ガバナーを輩出しクラブのみんなで応援出

来た事が何よりの結果だと思います。 

本年は地区に出ている人々の応援もできればと思い

ます。一人一人が責任や意識をもって活動出来たら良

いクラブになると思います。 

 

ここからは各委員会の活動及び方向性述べたいと思

います。 

クラブ管理運営委員会では親睦家族委員会は会員の

為、家族の為に楽しいイベントや旅行などを企画して



もらい。出席・奨励委員会では例会の運営等をしっか

りやってもらい、プログラム委員会では年間のプログ

ラムが楽しく出来る様に組んで行きたいと思います。 

公共イメージ委員会においてはまずは各マスコミ連

携や連絡を密に取り数多くの情報を共有してクラブの

名前を高める努力をしてほしいです。クラブ会報委員

会では会報・ホームページ等の掲載内容を見直す時期

に来ていると思います。ロータリ―雑誌委員会におい

ては読み処等を会報・ホームページに載せる事も良い

ことだと思います。 

会員拡大委員会ではガバナーの目標の１０％増強を

クラブでも目指していきたいと思います。職業分類・

会員選考においては今ある選考の表をもう一度見直し

ましょう。ロータリ―研修委員会では入会年数が少な

い会員を中心に年数回研修会を行い。又、中堅ベテラ

ンの方々も積極的に地区でやっている RLI 講習を受

けてもらいたいと思います。この研修は必ずロータリ

ーを学ぶ上では勉強になると思います。健康管理委員

会ではみんなの為になるようなテーマを考えてきたい

と思います。 

奉仕プロジェクト委員会は、職業奉仕委員会では２

回以上の卓話を開催していきたいと思います。社会奉

仕委員会ではクラブの名前に『さくら』を冠にしてい

る以上脅威をふるっているクビアツヤマキリの根絶を

目指して活動しこの件を出来るだけ早く終息出来るよ

うにさくら文化・環境委員会とも連携し出来る限り早

急に撲滅出来るように計画を立て実行していきたいと

思います。青少年交換委員会では昨年ノエルちゃんを

1 年間迎えて交流をしましたが、今年はミニバスケッ

トボール大会に絞って行って行きたいと思います。こ

れも長く続くことを祈っいます。国際奉仕委員会では、

ポリオ撲滅まで書き損じはがき等を集め貢献していき

たいと思います。さくら文化・環境委員会では社会化

奉仕委員会ともっと協力しクビアツヤカミキリの撲滅

にも協力して貰いたいとも思い思います.ものづくり

大学交流委員会ではコンサートや今年はみんなで食堂

に食事に行くのもいいのではないでしょうか。 

ロータリ―財団委員会では細井年度にいただいた寄

付金で植樹やその周りにベンチなどを作ってみるのも

良いと思います。米山記念奨学委員会では今年はベト

ナムから迎え 2年お預かりしたいと思いまうす。 

クラブ戦略特別委員会は、川野会長エレクトを中心

に今後の行田さくらリータリ―の事を中長期に考えて

もらえればいいと思います。 

クラブ友好交流特別委員会ではただたんに交流を深

めるのではなく今後良い展開が出来るように話し合い

を行って行けばと思います。 

 

何も取りえのない私ですが 1年間一生懸命に会長職を

行っていきたいとおもいます。会員の皆様のお力添え

をよろしくお願いします。 

 

 

幹事         大谷文孝幹事 

 

 会計         橋本恭一会計 

 

SAA・プログラム   矢澤大和委員長 

 

公共イメージ委員会  五十幡和彦委員長 


