
 

第 2178回（12月 3日）例会報告 

～年次総会～ 

＊点    鐘      川野 健人 会長 

＊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 

  米山記念奨学生    チャンマンタン君 

＊米山記念奨学金授与   チャンマンタン君 

＊表  彰 

 米山功労者マルチプル ７回 矢澤大和会員 

 ロータリー財団マルチプルポールハリスフェロー 

  ３回 矢澤大和会員 ２回 横川福治会員 

  ２回 新井啓介会員 １回 渡辺昭孝会員 

＊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      清水 孝男 会員 

           長谷川 博 会員 

＊誕生日祝        新井 啓介 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 

＊「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  

  親睦・家族委員会   早崎 敬 委員長 

   クリスマス望年会の件 

  会員増強委員会    大谷 文孝 委員長 

      新入会員について 

＊年次総会 

  第 1号議案   次々年度会長予定者の件 

  第 2号議案   次年度役員及び理事の件 

  第 3号議案   その他 

＊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。先週の職業奉仕委員会によ

り、盆栽体験と浦和競馬場体験お疲れ様でした。盆

栽体験は、私は初めてでした。さわり部分の体験で

したが、多分もっと、奥が深いのが分かりました。

また、泥のもみ具合もよかったです。あの後、盆栽

レストランのオーナーに、御礼の挨拶をしたのです

が、まだ話す事が残っていたようで、次回は、１時

間３０分程度にして下さいと言っていました。そし

て、浦和競馬場ですが、時間が無くなってしまい、

馬を間近に見ることがあまりできませんでしたが、

１００円から楽しむ事ができるのは、良いのではな

いでしょうか？ 皆様、今度は、ご自身達で楽しん

で下さればと思います。 

 さて、この間の、細井会頭、新井副会頭、梁瀬

市会議員、橋本市会議員のお祝い会は、沢山の参加、

ありがとうございました。例会ではありませんでし



たが、川野年度、始まって以来の参加だと思います。

お疲れ様でした。 

 また、本日は、年次総会です。いつもより多く

の方が参加していますが、これも、来年の長谷川・

鈴木年度、そして次々年度への期待かと思います。

この調子で、皆様の出席率を維持して頂ければと思

います。 

 本日は、皆様の御協力により、年次総会を執り

行いたいと思いますので、宜しくお願い致します。 

 

幹事報告 

 

              春日 雅樹 幹事 

本日は理事会がありましたのでご報告致します。 

・第１号議案 

 １月のプログラムの件   

（鈴木プログラム委員長より）承認 

・第２号議案 

 関根正博新入会員の件 

（大谷会員増強委員長より）承認 

※異議のある方は１週間以内に申し立てをお願い致し

ます。 

・第３号議案 

 三クラブ合同賀詞交歓会の件 

（春日幹事より）承認 

 

報告事項 

・本日例会終了後、親陸家族委員会の炉辺があります

のでそのままお残りください。 

・来週 10 日（火）の例会をもちましてアイトピアで

の例       

 会は最後になります。ＳＡＡの方は例会終了後、引

越の準備をしますので宜しくお願い致します。 

・１２月 17 日（火）のクリスマス忘年会のプレゼン

トの協賛、宜しくお願い致します。 

 私、もしくは早﨑親睦家族委員長まで。 

 

米山記念奨学金授与 

 

チャンマンタン 君 

表 彰 

 

米山功労者マルチプル ７回 矢澤大和会員 

ロータリー財団マルチプルポールハリスフェロー 

  ３回 矢澤大和会員 ２回 横川福治会員 

  ２回 新井啓介会員 １回 渡辺昭孝会員 

 

        結婚記念日祝 

 

清水孝男会員   長谷川博会員 



誕生日祝 

 

新井啓介会員 

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 ４８名 ３２名 ２名 ７０．８% 

 

ニコニコ報告 

飯塚 秀司 委員長 

川野会長 本日は、年次総会です。宜しくお願い致し

ます。田口さんが、食事の数を用意するの

に、例会に何人参加するかいつも競馬の様

に予想しています。そこで一句 

     「出席率 競馬と同じ 難しい」 

春日幹事 本日は年次総会です。 

     次年度会長 長谷川会員 

     次々年度会長 大谷会員、宜しくお願い致

します。 

清水会員 総会にあたりまして一句 

     「新役員 きまる総会 秋晴るる」 

長谷川会員 結婚祝い 有難うございました。 

横川会員 次年度役員の皆さん、宜しくお願いします。 

矢澤会員 次年度 長谷川エレクトのご活躍をお祈り

します。 

新井会員 先日の祝いの会ではありがとうございまし

た。古稀になって、もうすぐ一周年です。 

     時間の過ぎるのだけが早く感じます。 

橋本恭一会員 高校時代の体育の授業以来、プールで

の水泳を再開してみたら、泳げない自分に 

     ビックリ、負けず嫌いなので、再び泳げる

ように頑張ります。 

島﨑会員 Family で東京ディズニーリゾートに行っ

てきました。「くまのプーさん」の間抜け面

が、なんとなく「半田 太」に似ているよ

うな気がします。この日は、「プーさん」を 

     見るたびにムカついて、一日中不愉快で仕

方なかったです。 

阿部会員 早いもので年次総会となりました。川野年

度の折り返し点であり、次年度の人事が決

定します。みんなで支えていきましょう。 

半田会員 久しぶりに例会に出て、それも総会の時に

辱めを受けるとは思わなかったよ。 

     島ちゃん！ 

大谷会員 年次総会にあたり、長谷川年度の役員およ

び理事をご承認いただきます。 

     皆様 よろしくお願いします。 

今日は年次総会でした。 

同文として、松本健一会員、田邉会員、渡辺会員、田

島会員、倉持会員、鈴木会員、上原会員、高橋会員、

丑久保会員、山際会員、早﨑会員、宮本会員、松本猛

会員、江口会員、飯塚会員、松岡会員、中村会員、林

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 

 

親睦・家族委員会   早崎 敬 委員長 

  クリスマス望年会の件 



 

   会員増強委員会   大谷 文孝 委員長 

      新入会員について 

 

年次総会 

 

            議長 川野健人 会長 

 

第１号議案  

 次々年度会長予定者選出の件 （川野健人会長） 

   次々年度会長  大谷文孝 会員 

         【承認】 

第２号議案  

 2020～2021長谷川年度 役員及び理事選出の件 

             （長谷川博会長エレクト） 

役員候補者 

 会長     長谷川 博  （既定） 

 直前会長   川野 健人  （既定） 

 会長エレクト 大谷文孝   （候補者） 

 副会長    細井 保雄  （候補者） 

 会計  藤倉 武   （候補者） 

 幹事  鈴木 敬一郎 （候補者）  

 会場監督  （年次総会後の臨時理事会で選任） 

理事候補者 

  新井 啓介  会員  （候補者） 

 五十幡 和彦 会員  （候補者） 

 丑久保 紀美 会員  （候補者） 

 春日 雅樹  会員  （候補者） 

 田島 博夫  会員  （候補者） 

 橋本 恭一  会員  （候補者） 

 半田  太  会員  （候補者） 

  前澤  忠  会員  （候補者） 

        【承認】 

 

         

 

           大谷 文孝 会長ノミニー 

 

 

          長谷川 博  会長エレクト 

 

報 告 （川野健人 会長） 

 財務報告 

 クラブに関する重要な審議会の変更点 


