
 

第 2117回（７月 31日）例会報告 

 

＊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 

＊第２５７０地区より 感謝状 

          細井保雄 パストガバナー 

             前澤 忠 会員 

＊第２５７０地区 委嘱状 

 上原 謙一 会員   神田 日出雄 会員 

 半田 太  会員 

＊幹事報告        大谷 文孝 幹事 

＊出席状況報告      松本  猛 委員 

＊ニコニコ報告      宮本 伸子委員長 

＊委員会報告 

 地区青少年奉仕部門青少年交換委員会 

            高橋 橋貴子 委員 

 親睦・家族委員会   ゆかた例会の件 

橋本 祐一 委員長 

＊卓話 

 細井 保雄 直前ガバナー    

 新井 啓介 直前地区幹事 

 清水 孝男 直前地区大会会長 

 矢澤 大和 直前地区大会実行委員長 

 藤倉 武  直前会長 

 川野 健人 直前幹事 

＊点    鐘       時田 忠彦 会長 

   

 会長報告 

 

              時田 忠彦 会長 

こんばんは。 

先週の例会は本当に暑い中、大勢のメンバーの方に

出席してもらい心より感謝いたします。クビアカツヤ

カミキリの生態がもっと見られたら暑い中観察に行っ

た甲斐があったのにと思いました。クビアカツヤカミ

キリも暑さで外に出てこれなかったのでは・・・と思

いました。 

 今夜は細井ガバナーと奥様の慰労会と前年度会長の

藤倉会長並び幹事、川野幹事の慰労会です。 

たまたま、韓国の時から細井ガバナーを見ていました

が、最初は冗談かと思いましたが徐々に細井さんが輝

いて見えてきました。私も細井さんのようにはなれま

さんが堂々として行きたい後思います。細井さんの人

間にあふれる笑顔私は大好きです。これからも私を可

愛がってください。そして、クラブのみんなにもその

笑顔を注いでください。 

地区幹事の新井会員、矢澤実行委員長も本当にお疲

れ様でした。あの大会の成功は本当に素晴らしいこと

だと思います。クラブが一つになった瞬間だと思いま

す。 

それから藤倉前会長お疲れ様でした。それを補佐し



た川野前幹事もご苦労さんでした。みんなの力で成し

遂げみんなが一つに向いていたことだと思います。 

 

第２５７０地区より 感謝状 

 

細井保雄 パストガバナー  

前澤 忠 会員   

第２５７０地区 委嘱状 

 

上原 謙一 会員   神田 日出雄 会員 

 

              半田 太 会員 

 

 

 

 

幹事報告 

 

              大谷 文孝 幹事 

7/25（水） 「那のつ」にて青少年奉仕委員会の炉

辺が行われました。 

8/18(土) 行田さくらロータリー杯行田ミニバス大

会の例会についてです。今回の大会の横断幕には、

ロータリーのロゴに加え「エンドポリオ」のロゴを

入れ、会員の皆様はエンドポリオＴシャツを着て参

加頂きます。このロータリーの活動を保護者の方々

に見ていただき、ロータリーの公共イメージ向上に

繋げていければと思います。 

7/29 (日)2570 地区社会奉仕部門セミナーが国立女

性会館で開催され、時田会長と大谷幹事が出席しま

した。また、世界遺産無形文化遺産登録推進委員会

の委員長として委員会プレゼンを行いました。 

同日、第 25 回行田浮き城まつりのセレモニーに時

田会長が出席致しました。 

7/30（火）会員増強委員会が居酒屋「さと」で行わ

れました。目標の 5名増強に向け新入会員候補の人

選とその候補の 1名も参加致しました。 

7/31（火）ロータリー事務局にて役員会が行われま

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 ４１名 １名 ８６% 

 

ニコニコ報告 

   

              宮本 伸子 委員長 

時田会長 暑い日が続きますが皆さんいかがお過ごし

ですか？ずいぶんクビアカツヤカミキリの

記事も増え、もっともっとみなさんにひろ

がれば良いと思います。皆でがんばりまし

ょう。 

大谷幹事 細井直前ガバナー、新井直前地区幹事、清

水さん、矢澤さん、そして藤倉直前会長、

川野直前幹事、おつかれ様でした。 

 今日の夜便でバングラデシュに来週の月曜

日まで出張となり、本日は例会のみの参加

です。よろしくお願い致します。緊急の場

合は、ラインかメールにてお願いします。 

細井パストガバナー 行田さくらＲＣ会員の皆様のお

かげさまで、1 年間ガバナーの責務を、無

事、果たすことができました。ありがとう

ございました。 

清水会員 一句『先達（せんだつ）に 感謝の夜宴（や

えん） 夏薊（なつあざみ）』（先達とは、今

日の主役の皆さんのことです。） 

前・ガバナー・地区幹事・実行委員長・会

長・幹事、ご苦労様でした。 

夏薊は長く咲き続ける花です。これからも

咲き続けてください。 

不肖、老生まで表彰、ありがとうございま

した。 

大谷幹事さん、バングラデシュの取引成功

を期待しております。 

一句『ロータリー 縁の深さよ 夏燕（なつ

つばめ）』燕は縁起のよい鳥です。 

松岡会員 細井さん、新井さん、矢澤さん、藤倉さん、

川野さん、有難うございました。 

 一句『伝説の 主役に感謝 風薫る』 

古田会員 細井ガバナー年度の皆さん、ご苦労様でし

た。 

横川会員 細井ガバナー、本当にご苦労さんでした。

奥様もお疲れ様でございました。 

井上会員 細井直前ガバナー、一年間大変御苦労様で

した。これからもよろしくお願い致します。 

矢澤会員 細井年度、クラブの皆様に大変お世話にな

りました。感謝申し上げます。ありがとう

ございました。 

新井会員 細井ガバナー、清水様、矢澤様、藤倉様、

川野様、ありがとうございました。地区幹

事としてお世話になりました。ありがとう

ございました。感謝。 

橋本恭一会員 夏祭りも終わり、ヘロヘロの虚脱状態

です。細井さん、新井さん、藤倉さん、川

野さん、ご苦労様でした。 

島崎会員 本日欠席、慰労したくないからではありま

せん。シンガポールの「陳 婉埼（ﾀﾝ ﾜﾝｷｰ）」

と川越ＲＣにきています。奨学生の「陳 婉

埼（ﾀﾝ ﾜﾝｷｰ）」は、Ultra Super 美人です。 

「陳 婉埼」と一緒の方が 100 倍も楽しい

に決まってます。行田さくらの例会なんか

に行くもんかい。 

倉持会員 細井直前ガバナーはじめ、新井さん、清水

さん、矢澤さん、そして藤倉直前会長、川

野直前幹事、一年間本当におつかれ様でし

た。そしてありがとうございました。 

五十幡会員 藤倉会長、川野幹事、細井ガバナー夫妻、

新井地区幹事、矢澤地区大会実行委員長、

お疲れ様でした。 

藤倉会員 本日は前ガバナー、前会長・幹事に、慰労

会を設けて頂き、ありがとうございます。 

川野会員 皆様のおかげで一年間頑張れました。あり

がとうございました。そこで 

 一句『あたたかい 皆様にただ ただ感謝』 

宮本会員 7 月 28～30 日と、土佐で台風をむかえうっ

てきました。台風少ないとよいですね。 

同文～  ガバナー、会長、幹事、一年間おつかれ様

でした。 



長谷川会員、松本健一会員、田中清自会員、三島会員、

神田会員、渡邉会員、前澤会員、田中利幸会員、半田

会員、春日会員、上原会員、町田会員、高橋会員、橋

本祐一会員、丑久保会員、長島会員、田中秀和会員、

早﨑会員、松本会員 

     委員会報告 

 

 地区青少年奉仕部門青少年交換委員会 

               高橋 橋貴子 委員   

 

親睦・家族委員会      橋本 祐一 委員長 

       ゆかた例会の件 

         卓  話 

 

            細井 保雄 直前ガバナー    

  

新井 啓介 直前地区幹事 

 

  

清水 孝男 直前地区大会会長 

 

  

    矢澤 大和 直前地区大会実行委員長 

 

  

           藤倉 武  直前会長 



  

川野 健人 直前幹事 

        花 束 贈 呈 

  

       細井 保雄 直前ガバナー 

          文江 令夫人  

  

        皆様ありがとうございました。 

         

    ～ 第二部 慰労会 ～ 

   

  

 

 

                   

   

  

 


