
 

第 2161 回（７月２日）例会報告 

～川野年度 初例会～ 

●点  鐘  川野健人 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 

●米山奨学金授与  

 米山記念奨学生 チャンマンタン君 

●時田年度表彰 

スマイル表彰 細井保雄会員           

会長賞 早﨑敬会員・橋本恭一会員・田島博夫会員 

ロータリー財団 ポールハリス 前澤忠会員 

●会長報告  川野健人 会長 

●幹事報告  春日雅樹 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  江口明 委員 

●ニコニコ報告  飯塚秀司 委員長 

●委員会報告   

さくら文化・環境委員会  田中利幸委員長 

クビアカツヤカミキリ撲滅例会について 

●クラブ協議会 

会長  川野健人会長 

 幹事  春日雅樹幹事 

 会計  阿部秀二郎会計 

●点  鐘  川野健人 会長 

 

会長報告 

 

                 川野健人会長 

 皆さん、こんにちは。２０１９～２０２０年度 川

野・春日年度 第一例会に参加して頂きましてありが

とうございます。行田さくらロータリークラブとして

は、第４４代会長となります。４並びで、非常に不安

があります。と言うのも、６月末頃に健康診断を受診

しまして、ポリープ２つと、慢性胃炎と言う結果でし

た。会長になると言う事で、大変プレッシャーを感じ

ていたのでしょう。現在は、治療中ではありますが、

最終例会で買ったサバ缶を毎日食べて 

体の再生をいたしております。 

 さて、皆様のお手元に、川野年度の年度計画書をお

配りさせて頂きました。役員、理事、委員長の皆様に

は数多くの炉辺に出席して頂き、また委員長方針を作

成して頂きありがとうございます。また松岡会員、田

口事務局総長にも、大変ご尽力頂き重ねて御礼を申し

上げます。 

 また、私は島崎年度に入会した訳ですが、行田さく

らロータリークラブの入会を見ますと 

実質、年２、３人の入会となっております。クラブを



つなぐとしては、今以上の会員拡大をしなければなら

ないと思います。あまり大きな声では言えませんが、

行田クラブを数、そして質も全てにおいて上回ればと

思います。そのきっかけとなる年度にしたいと思いま

す。大谷会員増強委員長よろしくお願いいたします。 

 矢澤会員からは、会長は１０年早いと言われた私で

はありますが、確かに思いのほか会長が早く来てしま

った感はありますが、皆様のご協力を賜りまして、１

年間務めさせて頂きます。よろしくお願いいたします。 

米山奨学金授与 

 

米山記念奨学生 チャンマンタン君 

 

時田年度 表彰 

 

スマイル表彰  細井保雄会員 

 

 

会長賞 早﨑敬会員・橋本恭一会員・田島博夫会員 

ロータリー財団 ポールハリス 

 

   前澤忠会員 

結婚祝 

 

半田太会員・梁瀬里司会員 

誕生祝 

 

橋本恭一会員・時田忠彦会員・宮本伸子会員 

 

委員会報告 

 

さくら文化・環境委員会 田中利幸委員長 

クビアカツヤカミキリ撲滅例会について 



幹事報告 

 

               春日雅樹幹事 

川野年度がいよいよ今日から始まりました。 

新米幹事ですがよろしくお願いいたします。 

１．理事会承認事項 

第１号議案 8月のプログラムの件 

第２号議案 出席免除者の件 7名 

第３号議案 川野年度ゆかた例会の件 

第 4号議案 令和２年例会場変更の件 

第 5号議案 新入会員の件 

第 6号議案 行田浮き城まつり協賛金の件 

２．報告事項 

1.６月 11日（火）第 1回会長・幹事会 

那のつ（川野会長エレクト、春日幹事、新井ガバ 

ナー補佐出席） 

2.６月 14日（金）「社会を明るくする運動」推進委 

員会 行田産業文化会館（川野会長出席） 

3.６月１７日（月）クビアカツヤカミキリ被害防止 

対策に係る説明会 

県立羽生実業高等学校 （橋本奉仕プロジェクト 

委員長出席） 

4.６月 20日（木）行田市暴力排除推進協議会総会 

 行田市役所 （川野会長出席） 

5.6月 20日（木）第 1回行田市クビアカツヤカミキ 

リ対策協議会 

  やすらぎの里 （春日幹事出席） 

6.６月 28日（金）熊谷記者クラブとの懇談会 

  魚豊（朝日新聞社 坂井様、東京新聞社 渡部様 

 埼玉新聞社 小林様、橋本様） 

 （川野会長、春日幹事、倉持会員、橋本会員、 

田中利幸会員、鈴木会員、簗瀬会員、五十幡会員、 

  矢澤会員、橋本裕一会員） 

 

 

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 

５０名 ５０名 ４１名 １名 ８４% 

 

ニコニコ報告 

               飯塚秀司 委員長 

川野会長 本日より川野・春日年度が始まります。 

     １年間御指導、御協力宜しくお願い致しま

す。そこで一句をやって見ます！ 

     「梅雨晴れ間 因縁果報の 初例会」 

     実は、本音は、そこでもう一句 

     「梅雨雲の 気分は晴れぬ 初例会」 

春日幹事 本日より１年間宜しくお願いします。 

細井パストガバナー 川野会長と春日幹事の１年間が

楽しみです。 

清水会員 一句「七月や 年度はじまる 初例会」 

     新会長、幹事、役員宜しくどうそ 

横川会員 川野、春日年度スタートおめでとうござい

ます、期待しております。 

松本健一会員 川野、春日年度スタート大変おめでと

うございます。１年間頑張って下さい。 

     私の最年少会長の記録をぬきましたね？ 

     嬉しくもあり悲しくもあり 

井上会員 川野、春日丸の出航、おめでとうございま

す。楽しい例会を宜しくお願い致します。 

     一度きりしか出来ないので、悔いの無き様、

頑張ってください。 

矢澤会員 川野、春日年度、素晴らしい年度になりま

すように。 

神田会員 初例会 川野年度の船出、おめでとうござ

います。 

新井会員 川野年度の門出を祝します。 

     川野会長、春日幹事一年間よろしくお願い

します。 

     本年度、ガバナー補佐として務めさせて頂

きます、来年２月２４日は、ＩＭの予定で

す。皆様のご協力をお願いします。 

前沢会員 川野年度 いよいよですね。 

     １年間ガンバってください。 

橋本恭一会員 明日、誕生日です。お祝いありがとう

ございます。６６歳になりました。 

     四捨五入すると７０です。 



島﨑会員 ６月２０日は浜松町で米山の次年度の委員

長会議でした。そういえば昨年は時田直前

に、お守りを買って帰った事を思い出しま

した。今年も、無いと川野新会長がすねる

とまずいと思い、昼休みにダッシュで増上

寺まで往復して今年も買ってまいりました。 

田中利幸会員 川野、春日年度 出航おめでとうござ

います。又、来週はｸﾋﾞｱｶﾂﾔｶﾐｷﾘ例会です。

１０時に見沼元入公園駐車場に止めた後、

水資源公団休憩室で例会です。 

田島会員 川野・春日丸の船出をご祈念致します。ら

いねん年間過ごせます様応援させていただ

きます。 

     今年４月、社会人になった息子の配属が大

分県になりました。会長、観桜旅行 別府

温泉にしませんか？ 

倉持会員 川野、春日年度のスタートお祝い申し上げ

ます。 

阿部会員 川野会長、春日幹事、本日はおめでとうご

ざいます。門出をお祝いして一句、 

     「梅雨空の 門出に晴るる クラブかな」 

半田会員 うちのクラブって、こんなにたくさん、い

たんですね。 

五十幡会員 川野会長、春日幹事、新年度のスタート

を、心からお祝いいたします。今年はＳＡ

Ａを担当します、宜しくお願い致します。 

大谷会員 川野・春日年度スタートですね、 

     １年間頑張ってください。 

時田会員 １年間みなさんありがとうございました。

これからも真剣にロータリーを頑張ります。 

     今月、誕生日ありがとうございます。 

藤倉会員 川野年度の初日多くの会員の皆様が出席で                

     にぎやかな門出となりました。 

     国際ロータリー第 2570 地区も鈴木ガバナ

ー年度が始まりました。皆様のご協力宜し

くお願い致します。 

宮本会員 川野年度のスタート、おめでとうございま

す。春日幹事さん、１年間宜しくお願いし

ます。誕生祝をありがとうございます。 

松岡会員 本年度クラブ会報委員長となりました。 

     何分、わからないことも多いですが、前向

きに努めてまいりますので、御指導、御協

力の程、宜しくお願い致します。 

中村会員 川野年度のスタートおめでとうございます。 

     川野カラーを咲かせてください。 

今日はクラブ協議会です。同文として、戸ヶ崎会員、

田中清自会員、田邉会員、三島会員、渡辺

会員、鈴木会員、上原会員、田村会員、梁

瀬会員、橋本祐一会員、山際会員、早﨑会

員、松本猛会員、江口会員、飯塚会員 

 

クラブ協議会 

 

会長  川野健人会長 

お配りした「年度計画書」の表紙をご覧ください。

４月に、さくらの写真がないか色々撮っては見ました

が、これと言う写真が無かったので、数多く載せるこ

とで、華やかさを演出させて頂きました。表紙にクビ

アカツヤカミキリをもってこようと思いましたが、歴

代の年度計画書を、だめにしてしまいますので、裏表

紙に持ってきました。橋本会員にコメントはお願いし

ました。 

 中身を開いて頂きますと、ロータリーの目的があり

ますが、英文も掲載していますが、藤倉年度の年度計

画書を作成する時に、事務局のパソコンが壊れまして、

全てこの辺は、私が作成し直しをしました。 

 また、川野年度の炉辺では、お伝え出来ませんでし

た、鈴木ガバナーの地区テーマと運営方針が、年度計

画書の３ページに掲載されています。ちなみに、ガバ

ナー月信にも掲載されています。五十幡月信編集委員

長をはじめ、行田さくら月信編集員が作成したガバナ

ー月信ではありますが、私も月信の事は、良く理解し

ておりませんでした、月信の１１ページの島崎会員の

下に、ガバナー月信は、地区内の会長・幹事にあてた

月例の書簡で、国際ロータリーからの情報、地区内の

行事、委員会活動、クラブへの連絡事項を編集して発

信するものと定められています。と記載されています、

よって、ガバー月信は、地区内の新聞ではなく、又、



会員全員に配布する事まで求めていないと言う事です。

ただ、やはり地区の活動であったり、会長・幹事の伝

達の難しさを考えると、現在の月信のかたちになって

くるのではないでしょうか？ 

 本題の鈴木ガバナーの方針ですが、「つながり」に焦

点を当てて下さいと言う事です。 

以下、ガバナー方針参照 年度計画書３ページ 

 本日は、これで時間となってしまいましたが、私の

会長方針であります、ロータリーの縁 

「因縁果報」の言葉のとおり、今まで行ってきたロー

タリー活動に、何か良い事を付け加えて、よりクラブ

の活性化になるよう、皆様をエスコートして行きたい

と思います。改めてですが、１年間、宜しくお願い致

します。 

 まずは、私の第一関門が、７月９日火曜日のクビア

カツヤカミキリ駆除活動を、皆様にご協力を頂きたい

です。この例会は、今年行田市内で、６０本のさくら

の伐採が行われました。 

三島造園も伐採を市から受けて行っていましたが、こ

の伐採がこれ以上進んで行くと、いつかはさくらが無

くなってしまうと思います。伐採するさくらであれば、

今度植え替えする木は、「さくらではないものにしよ

う」となると思います。これは、我々行田さくらロー

タリークラブの存在も不定され、日本の文化である「さ

くら」が消えてしまう事につながると思います。クビ

アカツヤカミキリは、行田だけの問題ではない事をア

ピールしたいと思っています。一番多く取った方には、

プレゼントも用意してありますので、ご参加お願いし

ます。 

 

 

幹事  春日雅樹幹事 
 

 

会計  阿部秀二郎会計 


