
 

第 2165 回（8 月 6 日）例会報告 

～夜間例会～ 

●点  鐘  川野健人 会長 

●国歌斉唱 

●ロータリーソング   我らの生業 

       「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 直前ガバナー 茂木 正 様 

●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 

 春日雅樹会員 

●誕生日祝 

 橋本祐一会員・梁瀬里司会員・井上博司会員・ 

前澤忠会員 

●出席状況報告  松本猛 委員長 

●ニコニコ報告  飯塚秀司 委員長 

●本日の卓話 

RID2570 直前ガバナー 茂木 正 様（本庄ＲＣ） 

●点  鐘  川野健人 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長報告 

 

                 川野健人会長 

 みなさん今晩は。本日は、茂木パストガバナーの卓

話です。また、時田会長、大谷幹事の慰労会となって

おります。昨年度、大変活躍された３人です。お疲れ

様でした。 

 川野年度初めての卓話者として、ふさわしい方であ

ります、茂木パストガバナーは、「想いを繋ぎ地域と国

の発展に奉仕する」を地区テーマとして、１年間活動

されました。特に一番心に残ったのは、パラオ共和国、

ペリリユー島の慰霊ではないでしょうか？パストガバ

ナーの行動力には、敬意を払いたいと思います。 

 また、時田会長は、１年間、３６５日２４時間、ま

るで、セブンイレブンのようなスケジュールで、体調

の悪い中お疲れ様でした。ロータリーでは、会長をや

って、やっと１人前と言われます。やっと一人前です。

おめでとうございます！私は、まだ半人前です。 

 時田会長の素晴らしさは、周りを動かす事が大変上

手でした。時田会長の周りには、いつも支えてくれる

人がいました。この腕は、きっとセブンイレブンとい

う職業で生かされてものだと私は確信してます。 



 そして、大谷幹事は、その時田会長を支え、時田会

長を、むしろおんぶしてまで、頑張りました。私の個

人的な感想ではございますが、いつでも、大谷幹事は、 

会長職ができるなーと思ってました。時には、愚痴っ

ていましたが、楽しい１年間ありがとうございます。 

このお三方のおかげで、楽しい一年間を過ごさせて頂

きました。ありがとうございます。 

今夜は、慰労会という事で、この後、懇親会を設け

てあります。十分に楽しい時間を、お過ごし下さい。

会長報告でした。ありがとうございました。 

 

幹事報告 

 

               春日雅樹幹事 

 こんばんは。茂木直前ガバナー本日はご来訪ありが 

とうございます。講話宜しくお願い致します。この所

連日猛暑の中みなさんいかがお過ごしでしょうか。熱

中症などにはかかっていませんか？体力が無いと暑さ

にやられてしまうので十分に水分 塩分 栄養をとり

危ないと思ったらすぐに病院に行きましょう。特にク

ビ赤取りに力を入れている会員の方は樹分に気を付け

て下さい。 

本日熊谷と伊勢崎で 38.4°。7/29～8/4一週間に熱

中症で搬送された人数が 1万 8347人です。 

本日理事会がありましたので報告します。 

・第 1号議案 

  9月のプログラムの件  

（鈴木プログラム委員長より） 

・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の

件（橋本恭一奉仕プロジェクト委員長より） 

・第 3号議案 

 新井啓介ガバナー補佐訪問 承認の件 

（川野会長より） 

・第 4号議案 

 鈴木秀憲ガバナー公式訪問の件 

（川野会長より） 

・第 5号議案 

  真観寺で般若心経・真観寺探訪の件 

（時田ロータリー研修委員長より） 

・第 6号議案 

 第 40回行田商工祭・忍城時代祭り協賛金の件 

（春日幹事より） 

・第 7号議案 

  熊谷特別支援学校タブレット贈呈式・例会の件 

（川野会長より） 

＊出欠のＦＡＸを忘れずにお願いします。 

裏表間違えなく、名前も忘れずに！ 

 

結婚祝 

 

春日雅樹会員 

誕生祝 

 

・井上博司会員・前澤忠会員・梁瀬里司会員 

・橋本祐一会員 

 

 

 



出席状況報告 

  松本猛 委員長 

会員数 出席対象者 出席者 メーキャップ 出席率 

５１名 ４９名 ３８名 ０名 ７８% 

 

ニコニコ報告 

               飯塚秀司 委員長 

茂木直前ガバナー 本日は お招きいただきありがと

うございます。昨年度は大変お世話様にな

りました。お礼申し上げます。  

川野会長 茂木パストガバナー、前 時田会長、大谷

幹事、一年間お疲れさまでした。 

     先週、浮き城まつりに参加しました。 

     町内のスーパーのエコスが閉店し、神輿の

担ぎ手が減ってしまいました。 

     町内からは、「お祭りは、若手が頑張らない

と」と言われ、頑張って神輿を担ぎました。 

     そこで一句「わかくない 神輿担いで 腰

痛に」いつまでも若いと思ってました。 

春日幹事 茂木直前ガバナー 御来訪ありがとうござ

います。講話 宜しくお願い致します。 

細井パストガバナー 茂木 正 直前ガバナー 

     御来訪ありがとうございます。 

     時田前会長、大谷前幹事お疲れさまでした。 

長谷川会員 茂木直前ガバナーの来訪を歓迎します。   

横川会員 前年度 時田会長、大谷幹事さん 1年間 

     ご苦労様でした。 

井上会員 茂木直前ガバナー、本日はようこそ御来訪

くださいました。又、先日は大変失礼いた

しました事、お詫び申し上げます。 

     尚、本日の卓話宜しくお願い致します。 

田中清自会員 前 会長、幹事ご苦労さんでした。 

矢澤会員 茂木直前ガバナーの若さと行動力に感動の

一年でした、又、時田直前会長、大谷直前

幹事、お疲れさまでした。 

新井会員 ＲＩＤ2570 茂木 正 直前ガバナー様御

来訪ありがとうございます。 

     時田直前会長、大谷直前幹事 1 年間お疲

れさまでした。 

前沢会員 誕生祝 ありがとうございます。 

橋本恭一会員 昨日は突然休みが取れることとなり、

友人のヨットに乗せてもらい、黄金崎で 

海水浴。ヘロヘロです。 

島﨑会員 浮き城祭りの当日、東京国立近代美術館の

「高畑 勲 展」に行ってきました。 

     小学生の時の授業で見た東映動画の「安寿

と厨子王」からジブリの「火垂るの墓」遺

作となった「かぐや姫の物語」まで、 

     バクさんの革新的な表現力は凄いなあ、と

再認識いたしました。 

     今頃、川野会長は、くそ暑い中浴衣を着せ

られて舞台の上にいるんだろうな、 

     「ざまあみろ」と思いながらの鑑賞は最高

です。 

田中利幸会員 8 月 1 日朝、武蔵水路の桜並木クビア

カの調査に行ってきました。思った以上の

被害、出ています。ヤバイ！ 

阿部会員 猛暑の中、茂木直前ガバナー ようこそ 

     いらっしゃいました。大歓迎です。そこで

一句です 「猛暑日に 南の島を 思う

日々」茂木直前ガバナーの気持ちを忖度し

て。 

五十幡会員 本日は茂木 正 直前ガバナーようこそ 

     行田さくらＲＣにお越しいただきました。 

     時田直前会長、大谷直前幹事お疲れさまで

した。 

大谷会員 茂木パストガバナー、本日は御来訪ありが

とうございます。卓話楽しみにしておりま

す。 

時田会員 暑い日が続きますが皆様おからだ大丈夫で

すか？茂木パストガバナーも頑張ってます

ね。 

藤倉会員 茂木パストガバナーようこそいらっしゃい

ました。本日のお話楽しみです。 

     今後も宜しくお願い致します。 

丑久保会員 元ガバナー ようこそおいで下さいまし

てありがとうございます。 

宮本会員 先日の土日で、マキテイシャで子供のお泊

りセミナーをやり、蚊帳を吊って寝させま

した。一生に一度の体験かも。 

今日は茂木パストガバナー卓話、直前会長、幹事慰労 

会でした。同文として、神田会員、倉持会員、鈴木会

員、上原会員、町田会員、田村会員、梁瀬

会員、高橋会員、橋本祐一会員、山際会員、

松本猛会員、飯塚会員、松岡会員、林会員。  

 



本日の卓話 

『 ガバナーを終えて 』 

RID2570 直前ガバナー 茂木正 様（本庄ＲＣ） 

地区内の会員皆様方に支えられて私共の一年間が終

わりました。一昨年暮れエレクトのお話しを頂いた時

には、即座に固辞させて頂いたのがつい昨日の様です。

力無い私を支えて頂きました地区内の会長幹事様を初

め、多くの会員皆様に心からの感謝を申し上げる次第

です、本当にありがとございました！！ 

 一年間というもの、仕事も休日も忘れて走り回った

一年でした。しかしそこで得た多くのご縁と、日本中

にできた同志ともいえる同期ガバナー皆様とは、地区

内皆様同様に一生涯を通じてのお付き合いができる間

柄となりました。 

 私共の年度はご存知のように『想いを繋ぎ地域と国

の発展に奉仕する』と掲げさせて頂きました。もちろ

んその奥にある処の RI.の共通テーマである『インス

ピレーションになろう』が有りました。私達がロータ

リー活動の根幹とするべき自分自身の在り方への自覚

を持ち、時には職業を通じて、青少年の育成を通じて

周囲へ社会へロータリー活動を通じてそれを行ってゆ

く事がインスピレーションになろうと言う事だと私は

理解しております。 

 その上で先人からの想いを繋ぎ地域の発展と国へ奉

仕するとして、本年度の活動を続けさせて頂きました。

皆様方には時には唐突なお願いや、急な活動をお願い

することも有ったと存じます。この機会を通じてお詫

びを申し上げます。 

 私達はほんの 100年足らずの人生の中で受け継いで

きたもの、与えられて来たものを今度は次の時代へ、

若者へ繋いでゆく事が大きな使命でございます。 

真実を通して親祖先と繋がり、より善く生きようとす

ることが私の人生です。 

ロータリーでガバナーと言うお役を頂けたのもきっ

と先祖からの啓示であると思って居ます。ご指導、ご

交誼を頂いた多くのロータリアンの皆様に心からの御

礼を申し上げ、この想いを鈴木年度へと、そして皆様

へと繋げます。一年間本当にありがとうございまし

た！！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



～第二部 懇親会・慰労会～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


