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会長報告 

 

                川野健人 会長 

 新年、明けましておめでとうございます。本年もよ

ろしくお願いいたします。 

新年ということで、本日は江利川名誉会員により卓

話となっております。 

江利川名誉会員は、現在、公益財団法人医療科学研

究所の理事長をやられており、また、沢山の役を今も

やられております。お忙しいところ誠にありがとうご

ざいます。 

昨年ですが、江利川名誉会員のところに挨拶に伺い

ましたが、医療科学研究所という事で、どんな研究所

かと思ってお伺いさせて頂きましたが、部屋の中は研

究所と言うよりも、事務所のような感じでした。聞き

間違っていたらすいませんが、ベンチャー的な医療研

究者の支援をしているところだそうです。 

さて、心機一転と良くいいますが、今年から本日か

ら、ガーデンパレス熊谷にての例会です。昼食はどう



でしたでしょうか？若干、今までよりも遠くなる方も

いるかもしれませんが、大きい市町村では車で２０分

程度は平気でありますので、行田で例会場がみつかる

までは、ガーデンで頑張りましょう。 

そして、本日から初物で、関根正博さんが入会致し

ました。おめでとうございます。紹介者は私なので、

責任があります。夜に近づくと、活発に彼はなってき

ます。慣れるまで、夜は少し大人しく過ごして頂けれ

ばと思います。 

本年は、もう来月はＩＭがあります。私の親族であ

る川内も記念講演をします。少し不安ですが、これか

ら、準備や打ち合わせ等で、皆様の御協力、ご指導を

頂きながら、あと半年頑張りたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

幹事報告 

 

               春日雅樹 幹事 

新年明けましておめでとうございます。本日は理事

会がありましたので報告致します。 

・第１号議案 

 2月プログラムの件  

（鈴木プログラム委員長より）承認 

・第２号議案 

 例会場の費用についての件 

（川野会長より）承認 

※例会の出欠確認を確実にお願い致します。 

・第３号議案 

観桜旅行の件 

（早﨑親陸・家族委員長より）承認 

・第 4号議案 

 地区役員推薦承認の件 

（春日幹事より）承認 

・第 5号議案 

 創立例会の件 

（川野会長より）承認 

【 報告事項 】 

① ホームページ作成状況 

（川野会長より） 

② 職業奉仕 大宮盆栽体験・浦和競馬場決算報告 

（橋本奉仕プロジェクト委員長より） 

③ Xmas忘年会 決算報告 

（早﨑親陸・家族委員長より） 

④ １２月８日（日）米山記念奨学生部門カウンセラ

ー会議 ‣川越東部ホテル 

（藤倉カウンセラー出席） 

⑤ １２月１０日（火）行田ライオンズゴルフ大会  

‣熊谷ゴルフクラブ 

（丑久保会員、三島会員、林会員、長谷川会員出席） 

⑥ １２月１２日（木）「忍川・酒巻導水路」川の国は

つらつプロジェクト第２回推進協議会  

‣行田商工センター 

（川野会長出席） 

⑦ １２月１４日（土）会員増強フォーラム  

‣キングアンバサダーホテル熊谷 

（川野会長、高橋会員出席） 

⑧ １月９日（木）行田市商工会議所 新春講演会・

賀詞交歓会  

‣行田商工センター 

（川野会長出席） 

 

 

米山奨学金授与 

 

米山記念奨学生 チャンマンタン君 

 

 

 



新入会員入会式 

 

 

 

 

 

 

 

関根正博 新入会員 

 

結婚祝 

 

上原謙一会員・島﨑義春会員・横川福治会員 

 

出席状況報告 

 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 ４７名 ２６名  ５５.８% 

 

 

ニコニコ報告 

               飯塚秀司 委員長 

川野会長 新年あけましておめでとうございます。 

     江利川名誉会員、卓話宜しくお願いします。 

     お正月いかがお過ごしでしたでしょうか？ 

     私は、叔母からお年玉をこの年でもらいま

した。いい大人ですが、うれしかったです。 

     そこで一句 「お正月 大人でもうれし 

お年玉」 

春日幹事 あけましておめでとうございます。 

     本年もよろしくお願いいたします。 

     江利川様 卓話 宜しくお願いします。 

細井パストガバナー  

① 当クラブ名誉会員 江利川様卓話あり

がとうございます。 

② 行田商工会議所会頭就任祝いありがと

うございました。 

③ 結婚祝いありがとうございました。 

清水会員 江利川さん 本日は、ご来訪ありがとうご 

     ざいます。また 新春にあたり 卓話を 

よろしくお願いします。 

横川会員 謹んで新春のお慶びを申し上げます。 

     今月は誕生祝 ありがとうございます。 

松本健一会員 明けましておめでとうございます。 

     新しい例会場で残り半期、会長・幹事さん

頑張ってください。 

矢澤会員 江利川様 本日は卓話ありがとうございま

す。どんな卓話を聞かせていただけるか、 

     楽しみにしています。 

神田会員 皆さん 幸多き年になりマウスように！！ 

新井会員 江利川毅様 本日はようこそ、卓話楽しみ

にしておりました。よろしくお願いします。 

橋本恭一会員 連休の間、毎朝 全国一斉ガン・カモ

調査を行いました。私の担当は忍川、総合

公園とも ほぼ昨年と数は同じでした。 

島﨑会員 ①行田さくらの新米山記念奨学生は、マレ

ーシア出身の「鄭 晴（テイ チン）」 

     尚美学園大学の二十歳の女の子に決めまし

た。2 年間預かります。今はまだやぼった

いのですが、2 年後、Uｌｔｒａ Ｓｕｐ

ｅｒ美女に変身しそうな予感がしたのが決

め手です。 

     ②「米山記念奨学生のカウンセラーは、 

     クラブで一番の人格者でなければいけませ

ん。」私ども米山地区役員の師匠、前 米山

記念奨学会理事、故「金子 千侍」（カネコ 

センジ）」パストガバナーの口癖です。 

     「鄭 晴（テイ チン）」のカウンセラーは、

当然 行田さくらで一番の人格者である 

この私、島﨑様です。 

  



田島会員 皆様 新年あけましておめでとうございま

す。歌詞交歓会の日は欠席でしたので、本

日のご挨拶になります。皆さんはおいしく

お酒を飲んでいらっしゃったでしょうが、

私はおいしくバリウムを飲んでいました。 

五十幡会員 本日は（公益財団法人）医療科学研究所

理事長、また当行田さくらＲＣ名誉会員 

     江利川 毅様の卓話楽しみにしておりまし

た。そして 関根正博さんの入会おめでと

うございます。これから宜しくお願いしま

す。 

大谷会員 江利川 名誉会員の卓話を楽しみにしてお

りました。本日は宜しくお願いします。 

     また、新入会員の関根正博君さくらＲＣへ

ようこそ。ともに楽しくロータリー活動を

しましょう。 

松岡会員 新年あけましておめでとうございます。本

年も宜しくお願い致します。ようやく １

年が経ちました。今後もご指導の程宜しく

お願い致します。 

関根会員 新入会員の関根です。 

     宜しくお願い致します。 

 

今日は新春放談江利川名誉会員様の卓話でした。 

同文として、長谷川会員、渡辺会員、鈴木会員、上原

会員、藤倉会員、高橋会員、長島会員、早

﨑会員、宮本会員、飯塚会 

 

委員会報告 

 

親睦・家族委員会 早崎敬委員長 観桜旅行の件 

 

 

本日の卓話 新春放談 

公益財団法人 医療科学研究所 

理事長 江利川毅 様 

 

 


