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  国際ロータリー第 2570地区 

 第 5グループガバナー補佐 新井 啓介 様 

＊点    鐘        川野 健人 会長  

 

 

 

         会長報告 

 

               川野 健人 会長 

まずは、先々週ではございますが、９月のゆかた

例会、ご参加ありがとうございました。会員、会員

奥様の４２名参加となりました。過去一番の参加者

でありました。 

当日は、早﨑家族・親睦委員長をはじめ家族親睦

のメンバー、SAAには、設営ありがとうございまし

た。特に早﨑委員長は、事前準備の段階から、車の

乗り合いで、誰が相性が良いのか、車を出してくれ

るメンバーがいないか等で、悩んでおりました。宿

泊に際しても、相部屋にも、気を使っておりました。

大変お疲れ様でした。 

また、いわき桜ロータリークラブのメンバーであ

る村田さんの好意で、数々の「もてなし」を頂きま

した。お酒であったり、横山大観の部屋であったり

した訳ですが、数字にも表れまして、予算より、数

十万安く抑える事ができました。大変感謝です。次

回の企画の家族親睦に使わせて頂きたいと思いま

す。 

 先週の９月８日に開催されました、行田さくらロ



ータリー杯ミニバスケットボール大会ですが、無事、

昨日閉会式を行い終了する事ができました。普段は、

例会に参加しない田中秀和会員が、委員長として参

加してくれました。これを一歩に、徐々に例会に出

てくれるように、うながしたいと思います。大会を

通して、子ども達の、試合に対する真剣な姿勢に、

ロータリーアンとしてだけではなく、大人として、

子ども達の活動に役立つような奉仕活動をしなけ

ればならないなと改めて思いました。  

 本日の例会は、新井ガバナー補佐訪問例会です。

例会前に、クラブの活動・運営が適正に行われてい

るか、事務局で立会の基、点検して頂きました。 

 新井ガバナー補佐は、行田さくら RC としては、

細井ガバナー補佐以来となります。と言う事は、何

年後かには、ガバナーと言う事になるかもしれない

です。ですので、これからの、重要な IM 等を、ク

ラブとして協力応援して行きたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

幹事報告 

 

              春日 雅樹 幹事 

・来週 9 月 24 日（火）の例会は移動例会で真観寺で

般若心経です。出欠の FAX は本日までとなっ てい

ますので宜しくお願い致します。 

・毎月の出欠の FAXの件ですが 9月が 50％、10月が

60％でした。少しずつ多くなっています。 

 川野・春日年度が終わるまでには 100％に近い数字

を出したいと思いますので、皆さん宜しくお願い致し

ます。 

・最近、土・日・月と 3連休が多いので例会日をお間

違えのない様にお願い致します。出席率が下がらぬよ

う皆さんのご協力を期待しております。 

 

米山記念奨学金授与 

 

チャンマンタン 君 

 

        結婚記念日祝 

 

長島豊会員   田島博夫会員 

 

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 ４６名 ２２名 ２名 ５２．２% 

 

ニコニコ報告 

飯塚 秀司 委員長 

川野会長 新井ガバナー補佐、本日はよろしくお願い

いたします。 

     この間、中村君こと「シゲ」「ナカム」も参

加した同窓会がありました。 

     久しぶりに、童心に戻りました。そこで一

句 「同級の 歳をとっても 君とちゃん」 

春日幹事 本日は、新井ガバナー補佐、宜しくお願い

します。 

長谷川会員 新井ガバナー補佐、卓話楽しみにしてい

ます。   



矢澤会員 新井ガバナー補佐、ようこそ 

     ＩＭに向けてがんばります！ 

新井会員 本日は、お世話になります。 

島﨑会員 今年の韓国の米山記念奨学生は、超美人な

女の子３人です。来月の米山月間、卓話に

各クラブを回りますが、「日韓関係が凄いこ

とになっていますので虐められないか心配

です。」と言う連絡が帰国した呉海任からあ

りました。「今年は、新井Ｐａｐａがガバナ

ー補佐なので守ってくれるから大丈夫だ

よ。」と返信しました。 

     新井補佐、よろしくお願いいたします。 

     ＰＳ① ちなみにヘイムは最近自分の薬局

を開業し、頑張って日本の薬を一生懸命売

っています。そのため、子供はまだのよう

です。 

     ＰＳ② 前回のニコニコの時、矢澤さんか

ら「長すぎるよ。」という指摘がありました。 

     頭に来たので本日は思いっきり長くしてみ

ました。次回はもっと長いです。 

田島会員 結婚記念日のお祝い、ありがとうございま

した。浴衣例会の翌日、水戸さくらＲＣの

メーキャップしてきました。２５名位でし

た、少し寂しいですね。 

阿部会員 新井補佐、各クラブの訪問大変でしょうが、 

     頑張ってください。出身クラブへの訪問は

少し安心でしょうか？ 

     一句 「訪問の 日々過ごし 秋来たる」 

上原会員 昨日、敬老の日に孫たちよりプレゼント 

     いただきました。名前入りの「ビールジョ

ッキ」でしたが、記念写真を撮って 一杯

飲んだだけで、飾っておくということで 

     奥さんに没収されました。 

     観ながら 家飲みします。 

長島会員 結婚祝い ありがとうございます。      

中村会員 本日、行田での司会デビューです。 

     たいへん緊張しています。 

 

今日はきょうは新井ガバナー補佐の卓話とチャン 

マンタン君の奨学金の授与式でした。 

 同文として、清水会員、田邉会員、神田会員、渡辺

会員、梁瀬会員、橋本祐一会員、宮本会員、飯塚会員、

松岡会員。 

 

    「ロータリーの友」読みどころ紹介  

 

ロータリー雑誌委員会 渡辺 昭孝 委員長 

 

 

委員会報告 

 

   IM実行委員会   阿部 秀二郎 実行委員長 

 

 

    親睦・家族委員会  橋本 祐一 副委員長 

 

 

 

 



卓 話 

 

  国際ロータリー第 2570地区 

 第 5グループガバナー補佐 新井 啓介 様 

 

国際ロータリー、マーク.ダニエル.マロニー会長

の方針に沿って、我地区の鈴木秀憲ガバナーは、会

員の参加を促進し、意欲を引出し、ロータリーの周

知と促進を行なっています。その地区ガバナーを援

助することによって、担当するクラブの効果的な運

営をサポートすることが、ガバナー補佐の役割です。 

今年度、第５グループでは、我クラブ（行田さくら

RC）が、ガバナー補佐を選出する当番でしたが、

他に適任者がいましたので、まさか、私がその任に

当たるとは、考えてもいなかったのですが、お受け

することになってしまいました。 

私は、現在、クラブ会長を受けてから 10 年が経

ち、地区では、社会奉仕部門委員長、また細井ガバ

ナー年度の地区幹事をさせて頂きましたので、それ

らの経験を踏まえて一年間務めさせて頂きますの

で、よろしくお願いいたします。 

国際ロータリーの会員は、各クラブです。第 2570

地区の第 5 グループは、現在 10 クラブで、37２名

（６月末）の会員で組織しています。それぞれのク

ラブが会員同士のつながりが強固になり、退会防

止・増強につながり、年次目標に沿った奉仕活動が

できますよう、微力ながら支援協力させて頂きます。 

この一年間、クラブと地区の架け橋になるよう努力

いたしますので、地区の行事や活動に対するご理解

ご協力もお願致します。 

また、第 5グループの IM「都市連合会（Intercity 

Meeting）」は、行田さくらロータリークラブのホス

トとなりますが、皆様のご指導ご協力よろしくお願

い申し上げます。 

 

※IM の目的は、会員相互の親睦と知識を広めるこ

と。 

 

＜行田さくら RCを訪問して＞  

○私の所属クラブ 

 会員数：５１名（８月末） 

○行田クラブをスポンサークラブとするクラブ  

  創立 19７６年３月１６日   

  ＜加須 RC（創立 197２年３/２９）吹上 RC（創

立 1979年 4/23）＞ 

○地域に根差した奉仕プロジェクト 

  さくら植樹事業、クビアカツヤカミキリ撲滅活

動、ミニバス協賛事業など 

○今年度（川野健人会長、春日雅樹幹事） 

  ロータリーの縁「因縁果報」 （クラブテーマ） 

一つの長期目標と１５の年次目標 

ご活躍をご祈念申し上げます。（一緒に頑張りま

す！） 

 

＜私とロータリー＞ロータリー歴 

クラブ：1999年入会 

    2007～8年度 クラブ幹事 

    2009～10年度 クラブ会長 

   

地区：2010～11年度 遺産登録推進委員 

   2011～13年度 世界遺産登録推進委員長 

      2012～13年度 地区事業委員長 

   2013～14年度 地区社会奉仕委員長 

   2014～15年度 地区社会奉仕部門委員長 

   2015～17年度 地区戦略計画委員会委員 

   2017～18年度 地区幹事 

 

＜クラブ会長の時に実行したこと＞ 

１．長期目標の確立 

創立以来の継続事業を明文化した 

２．CLPの導入 

5つの常任委員会を任命する 

クラブ管理運営. 会員増強. 公共イメージ. 奉

仕プロジェクト. ロータリー財団・米山 

３．「我等の生業」の発刊 

  （会員それぞれのロータリー観がある） 

すべてのロータリアンには、語るべき生業がある 

４．公式訪問例会⇒１００％例会（出席率） 



 

＜地区役員を経験して＞ 

１．社会奉仕部門委員長として 

地域社会奉仕委員会  アイバンク委員会  

ブライダル委員会  世界遺産登録推進委員会 

ロータリーの団体奉仕活動は、単に団体として奉仕

活動するのではなく、明確な目的意識を持った個人

が集まり、団体として奉仕活動する必要がある。 

 

２．地区幹事として 

 細井ガバナー年度  

 地区幹事は、地区会合の準備、適切な書簡処理、

諸地区会合の議事録の編集、諸種の記録保持、地区

財務会計の日常の管理事務の面でガバナーを補佐

する 

※ガバナーエレクトの選出が出来ない問題（地区補

助金の申請の遅れ） 

 

３．質疑応答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

  

行田さくらＲＣ杯ミニバスケットボール大会 

 

 2019年 9月 8日（日） 

       於：行田グリーンアリーナ 

 

 

会長あいさつ 

 

               川野 健人 会長 

皆さん、おはようございます！ 

行田ミニバスケットボール大会である第３回行田さく

らロータリークラブ杯に参加して頂きありがとうござ

います。 

本日は、設営して頂いた、大会関係者も皆様には、感

謝申し上げます。 

 

ロータリー杯としては、３回目となります。 

まだまだ、ロータリークラブの事は、わからない人が

いるかもしれませんので、少しだけ 

お話させて下さい。まずは、この Tシャツにかかれて

いるのは、お分かりでしょうか。 

スーパーマリオではありません。ポリオという文字が

かかれています。若干、赤すぎる色なので、恥ずかし



いところではありますが、ポリオと言うのは、日本名

では、小児麻痺と言いますが、子供が感染すると、手

足等が麻痺して動けなくなる病気です。日本は、昔は

流行した病気ですが、現在は、感染者はいません、世

界でも少なくなりました。でも、まだ若干、世界でも

感染している子供達がいます。この病気を無くす運動

をしています。他にも、平和の推進、教育、水と衛星

の問題にも取り組んでいます。 

 

行田市においては、さくらの植樹をしております。武

蔵水路、酒巻導水路、忍川、古代蓮 

ここ運動公園にも植樹しています。行田のほとんどの

さくらは、この行田さくらロータリークラブが、かか

わっていると言っても過言ではありません。その桜で

すが、最近、外来種のクビアカツヤカミキリと言う、

桜を枯らしてしまうカミキリ虫が、沢山発生していま

す。 

その駆除活動もしています。１匹のクビアカツヤカミ

キリで、１０００個の卵を産んでしまいます。桜に、

首の赤い虫がいましたら、直ぐに、駆除して下さい。

この虫を、飼って育てる事は禁止されています。持ち

出す事も禁止されていますので、見つけたら、すぐに

駆除して下さい。簡単なロータリーの活動ではありま

すが、皆様のご協力を頂ければと思います。 

 

本日は、日頃の練習の成果を発揮して、頑張って下さ

い。努力は裏切りません。 

今日が、ダメでも、明日があります。努力はいつかは

報われます。 

それでは、ケガのないように、頑張って頂きたいと思

います。 

本日は、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 


