
 

第 2129回（10月 23日）例会報告 

～ 茂木正ガバナー公式訪問  

行田さくらＲＣ・吹上ＲＣ合同例会 ～ 

 

＊点  鐘  行田さくら RC 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 

＊来訪者紹介 

 RID2570 ガバナー       茂木 正  様 

 同  第５グループガバナー補佐 國分忠司 様 

 同  地区幹事         渋澤健司 様 

 同  地区副幹事               井田正志 様 

 同 クラブ奉仕部門 公共イメージ委員長 

岡部みゆき 様 

 同 クラブ奉仕部門 会員増強副委員長 

山本庄一 様 

＊会長報告  行田さくら RC   時田忠彦 会長 

        吹上 RC      鈴木秀憲 会長 

＊幹事報告  行田さくら RC  大谷文孝 幹事 

       吹上 RC     馬橋亟男 幹事 

＊出席状況報告 行田さくら RC 飯塚秀司副委員長 

        吹上 RC        馬橋亟男 幹事 

＊ニコニコ報告 行田さくら RC 宮本伸子 委員長 

        吹上 RC    馬橋亟男 幹事 

＊委員会報告 

 行田さくら RC 奉仕プロジェクト委員会 

                              田島博夫 委員長 

 

＊講  話 

  RID2570 ガバナー   茂木 正 様 

＊点  鐘  吹上 RC    鈴木秀憲 会長 

 

        懇 談 会 

 

 

     会長報告 

        

行田さくらＲC 時田 忠彦 会長 

こんにちは 

本日は私の大好きな茂木ガバナーをお迎えしての公式

訪問例会です。なぜ茂木ガバナーを好きかと言います

と、見た目に格好良く紳士に見えますね。私もあのよ

うになりたいと思いますが身長でもうだめですね。で

も、これからのロータリー生活で少しでも近づく様に



したいと思います。本当に本日は有難うございます。

最後までよろしくお願いします。 

國分ガバナー補佐さん２週にわたりお越し下さり誠

に有難うございます。また、地区役員の皆様、ようこ

そ行田の地においで下さいました。 

日曜日にも地区の社会奉仕委員会の皆様においでい

ただき、さきたま古墳を見ていただき何か得るものが

あったでしょうか？私はこの風景が当たり前で新鮮味

が無く反省しています。もっと郷土を愛して社会奉仕

を率先してやらないといけないですね。行田がもっと

もっと素敵な街になるように頑張ります。 

皆さん本日は誠に有難うございました。 

 

幹事報告 

 

      行田さくらＲＣ 大谷 文孝 幹事 

10月 20日（土）2570地区 クラブ研修リーダーセ

ミナーが紫雲閣で開催されました。 

時田会長・大谷幹事が出席致しました。 

10月 21 日（日）さきたま古墳見学例会を実施いた

しました。 

この例会は 2570 地区 世界遺産・無形文化遺産登

録推進委員会主催のさきたま古墳見学セミナーと同

時開催で行われております。 

＊この例会は１0月 30日（火）の振替例会になりま

す。30日は例会がありませんので、お間違えの無い

ようにお願い致します。 

同日、さくら文化・環境委員会と社会奉仕委員会の

メンバーで、クビアカツヤカミキリの駆除作業を致

しました。 

場所は見沼公園です。現場ではフラスが出ている木

の皮を履くと、クビアカの幼虫が何匹も発見されま

した。その状況を鑑みると被害は相当に広まってい

ると思われます。 

市や自治体と連携し、駆除活動を速やかに進めてい

かなければなりません。 

10月 28 日（日） 「ものつくり大学・碧蓮祭」に

行田さくらロータリーが出展いたします。 

当日の内容は、行田さくらロータリークラブの活動

PR（エンドポリオ撲滅活動・さくらの保全活動）と

古代米カレーの販売し、売上金を全額ポリオ撲滅基

金に寄付というものです。 

また、さくら奨学生と米山奨学生もお手伝いに来ま

すので、交流を深めましょう。 

この日は例会扱いとなりますので、会員皆様の参加

をお願い致します。 

 

10月 23 日 茂木正ガバナー公式訪問例会は、お陰

様で出席率 100％例会を達成することが出来ました。 

会員の皆様に、感謝いたします。 

 

 

        出席状況報告 

行田さくら RC  飯塚 秀司 委員 

会員数 出席対象者 出席者 メーキャップ 出席率 

５１名 ５０名 ４１名 ９名 １００% 

 

ニコニコ報告 

行田さくら RC 宮本伸子 委員長  

時田会長 本日は茂木ガバナー公式訪問です。茂木ガ

バナー、国分ガバナー補佐、地区役員の方々、

随行の方々、ご来訪ありがとうございます。

本日一日、よろしくお願いします。 

細井直前ガバナー 茂木ガバナー、公式訪問、ありが

とうございます。 

清水会員 茂木ガバナーのご来訪、ありがとうござい

ます。国分補佐には、先週に続き、ご苦労

様です。 

一句『十月や テーマ確認 公式訪問』 

松岡会員 近く退会し、新しく息子が入会します。今

日はガバナー来訪、有難うございます。 

 『退会間近 記念の例会 秋深し』 

松本健一会員 ガバナーをお引受けいただいたこと、

同級生として大変誇りに思います。体に気

を付けて頑張ってください。 

井上会員 茂木ガバナーご来訪、有難う。又、山本、

岡部両地区役員さん、ご苦労様です。 



田中利幸会員 行田さくらＲＣの皆様、10 月 21 日

（日）のさきたま古墳見学セミナーには、

例会として参加いただき、本当にありがと

うございました。。 

倉持会員 茂木ガバナーはじめ、国分ガバナー補佐、

渋澤地区幹事、井田地区副幹事、ご来訪あ

りがとうございます。今日は行田さくらＲ

Ｃ、吹上ＲＣ合同ガバナー公式訪問例会で

す。司会を担当させて頂きます。宜しくお

願い致します。 

五十幡会員 本日は、茂木ガバナー、渋澤地区幹事、

井田地区副幹事、ようこそ行田さくらＲＣ

にお越し頂きました。公式訪問諸話楽しみ

にしておりました。宜しくお願い致します。 

第 2570 地区ガバナー茂木正様の公式訪問、ご来訪を

歓迎いたします。同文として、 

大谷幹事、古田会員、横川会員、田中清自

会員、田邉会員、三島会員、矢澤会員、神

田会員、新井会員、渡辺会員、橋本恭一会

員、田島会員、阿部会員、春日会員、上原

会員、町田会員、藤倉会員、田村会員、川

野会員、橋本祐一会員、長島会員、今津会

員、山際会員、宮本会員、松本猛会員、飯

塚会員 

 

 

 

 

委員会報告 

 

行田さくら RC 奉仕プロジェクト委員会 

                              田島博夫 委員長 

 

 

講  話 

 

ＲＩＤ２５７０ ガバナー  茂木 正 様 

 

 

                全員で記念撮影 

 

～【第 2部】クラブ協議会～ 

 

＊ABCD ４部に分れて協議 

 

A班 DL 新井啓介会員 

 書記 川野健人会員  発表 大谷文孝会員 

 

B班 DL 五十幡和彦会員 

 書記 田中利幸会員  発表 鈴木敬一郎会員 

 

C班 DL 倉持成一郎会員 

   書記 町田知啓会員  発表 長谷川博会員 

 

D班 DL 橋本恭一会員 

   書記 松本猛会員   発表 宮本伸子会員 

 

 

 



       講   評 

 

  ＲＩＤ２５７０ ガバナー  茂木 正 様 

 

両クラブ会長・幹事より茂木ガバナーに御礼 

～【第３部】 慰労会～ 

挨  拶 

 

  行田さくら RC  時田忠彦 会長 

 

吹上 RC     鈴木秀憲 会長 

乾  杯  

 

直前ガバナー 細井保雄 様 

 

 

 

締  め 

 

 行田さくら RC 川野健人 会長エレクト 


