
 

 

第 2264 回（4 月 12 日）例会報告 

●点鐘 大谷文孝 会長 

●ロータリーソング 奉仕の理想 

●４つのテスト 

●来訪者紹介 

 国際ロータリー第 2570 地区 

ガバナーエレクト    村田貴紀 様 

 国際ロータリー第 2570 地区 

  2570 パスポートクラブ 村田明美 様 

●会長報告 大谷文孝 会長 

●幹事報告 上原謙一 幹事 

●結婚祝  矢澤大和会員 

●誕生祝  矢澤大和会員 川野健人会員 

●出席状況報告   田中秀和委員長 

●ニコニコ報告   松岡由浩委員長 

●挨拶 

 国際ロータリー第 2570地区 

      ガバナーエレクト   村田貴紀様 

 国際ロータリー第 2570地区 

      2570パスポートクラブ 村田明美様 

●本日の卓話 

 春日雅樹会長エレクト「PETS報告」 

●謝辞 

●点鐘  大谷文孝 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

点 鐘 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

４つのテスト唱和 

会長報告 

 

                 大谷文孝会長 

本日は国際ロータリー第 2570 地区パストガバナー

村田貴紀様、2570 パスポートクラブ村田明美様がメ

イキャップとして来て頂いております。 

春日会長エレクトの PETS 報告に村田ガバナーエ

レクトがメイキャップという絶妙なマッチングになり

ました。次年度の RI や 2570 地区のテーマや方針な

ど、発表を宜しくお願い致します。 

先週の春季観桜バス旅行では 30 名のご参加を頂き、

飛鳥山公園と浅草・隅田川観桜クルーズに行ってまい

りました。 

天候にも恵まれ東京の桜も満開は過ぎていましたが、

満足のいく観桜が出来たかと思います。屋形船クルー

ズも久し振りに、会員の皆様で美味しい料理とお酒を



堪能し有意義な例会となりました。 

来月には京都・奈良にて、日本さくらロータリー会

（京都さくらロータリー主催）及び親睦旅行がありま

す。企画内容も盛りだくさんの例会になりますので、

皆様のご参加をお待ちしています。 

4 月 3 日（日） 米山記念奨学生 2022 学年度のオ

リエンテーションが開催されました。 

4 月より当クラブでは、新しい米山奨学生を受け入

れます（カウンセラーは大谷になります） 

その奨学生は早稲田大学在籍、中国の湖北省重慶出

身のシュウ・キケツさん（男性）です。 

4 月 19 日の例会に参加しますので、会員の皆様宜

しくお願い致します。 

以上会長報告です。 

 

幹事報告 

 

               上原謙一幹事 

幹事報告させていただきます。本日理事会が開催さ

れ５月プログラムが承認されました。 

5 月 3 日は休会となります。5 月 10 日は当例会場

で青少年奉仕として、青少年交換学生 岡部日向子さ

んの卓話で 18;30 より開催されます。理事会 17：30

からとなります。 

5 月 17 日例会は、日本さくらロータリー会が京都

での、開催されますので 20 日から 22 日の予定とな

ります。5 月 17 日は変更となります。5 月 24 日クビ

アカツヤカミキリ駆除例会として会場は真観寺 

10;00 よりの開催となります。5 月 31 日は休会とな

ります。 

報告事項といたしまして、3 月 6 日 米山記念奨学

生終了式及び歓送会がアルカ―サル迎賓館川越開かれ

島﨑カウンセラー米山奨学生テイチンさん出席。 

3 月 8 日 地区大会ゴルフが武蔵カントリークラブ

で開催され、長島会員、丸山会員、三島会員、井上会

員、林会員、橋本会員、大滝会員が出席致しました。 

3 月 12 日 第 2 回ロータリー財団補助金セミナー 

会場はウエスタ川越。 春日会長エレクト Zoom 出席。 

3 月 24 日 2022 年度 3 クラブ合同花見コンペ 東

松山むさしＲＣ主催川越カントリー。大谷会長、上原

幹事、井上会員、林会員出席。 

4 月 2 日 2022-23 年度会長エレクトトレーニング

セミナー(PETS)がウエスタ川越で開催され春日会長

エレクト出席。 

4 月 3 日 2022—23 ロータリー米山記念奨学 カウ

ンセラー米山記念奨学生オリエンテーションが国立女

性会館での開催があり、春日会長エレクト、大谷カウ

ンセラー、米山記念奨学生シュウ・キケツさんが出席

しております。 

ものつくり大学より ものつくり大学 20 周年記念

誌が当クラブにとどきましたのでご覧ください。 

「歌と歴史のパリ旅行」と声楽デュオ・ジュアンテ

ルディの公演が行田市産業文化会館で 4 月 30 日に開

催されます。忍郷友会後援となっておりますので興味

ある方はご参加ください。 

以上です。幹事報告させていただきます。 

 

 

結婚祝い・誕生祝い 

□結婚祝い   矢澤大和会員 

 

 

 

 

 

 



□誕生祝い   矢澤大和会員 川野健人会員 

 

出席状況報告     

田中秀和委員長 

会員数 出席対象者 出席者 メイキャップ 出席率 

57 名 49 名 24 名 1 名 51% 

 

ニコニコ報告 

                松岡由浩委員長 

2570パスポート RC村田貴紀ガバナーエレクト様 

 本日は宜しくお願い致します。次年度もご指導のほ

ど宜しくお願い致します。 

2570パスポート RC村田明美様 

 行田さくらの皆様、今後とも変わらぬお付き合いの

程、お願い申し上げます。 

大谷会長 2570 パスポート RC 村田ガバナーエレクト、

村田明美様、本日はメイキャップへようこ

そいらっしゃいました。歓迎申し上げます。

春日エレクト、本日はペッツ報告よろしく

お願いします。村田ガバナーエレクトがい

らっしゃるので、やりづらいですか？ 

上原幹事 久しぶりの通常例会となります。このまま

例会が滞りなく行われればいいのですが。

皆様健康に過ごしましょう。 

長谷川会員 春日会長エレクト、ペッツ報告楽しみに

しています。 

三島会員 おかげさまでゴルフコンペ優勝させていた

だきました。 

矢澤会員 ・信じられますか？喜寿だなんて…。 

・パスポートクラブ２人の村田さん、よう

こそ！ 

・春日さん頑張って！ 

新井会員 RID2570 ガバナーエレクト村田貴紀様、

2570 パスポート RC 村田明美様、本日はよ

うこそ。歓迎申し上げます。春日会長エレ

クト、本日は PETS 報告よろしくお願いし

ます。 

田島会員 エレクトの村田さん、パスポートクラブの

村田さん、ようこそ行田さくら RC 例会に

おいでくださいました。楽しんでいってく

ださい。春日エレクト、PETS 報告楽しみ

です。 

阿部会員 春日会長エレクトいよいよですネ。次年度

の方針楽しみに拝聴いたします。 

春日会員 本日 PETS 報告です。ガバナーエレクト村

田様と、パスポートクラブ村田様を目の前

に汗、汗です！ 

五十幡会員 本日は PETS 報告、春日エレクトの卓話

楽しみにしています。そして、村田エレク

ト、2570 パスポートロータリークラブの

村田さん、ようこそ行田さくらロータリー

クラブにお越し頂きました。 川野会員 

お誕生日ありがとうございます。 宮本会

員 春日会長エレクト頑張ってください。

村田ガバナーエレクト、村田明美様、よう

こそ行田さくら RC へ。今後とも宜しくお

願い致します。 

飯塚会員 久々の出席となりました。皆様には、ご心

配いただきましたが、無事帰って来れまし

た。これからもよろしくお願いします。 

関根裕憲会員 早いもので入会２年目となりました。

どうぞよろしくお願い致します。 

「2570 パスポートロータリークラブ村田ガバナーエ

レクト、村田明美様、ようこそ行田さくら

RC へ。春日会長エレクト、PETS 報告宜し

くお願いします。」の同文として、戸ヶ崎

会員、井上会員、神田会員、島崎会員、梁

瀬会員、高橋会員、橋本会員、田中秀和会

員、江口会員、松岡会員、中村会員 

 

 

挨拶 

□挨拶  国際ロータリー第 2570 地区 

      ガバナーエレクト   村田貴紀様 



 

 

□挨拶  国際ロータリー第 2570 地区 

      2570 パスポートクラブ 村田明美様

 

 

本日の卓話 

□春日雅樹会長エレクト「PETS 報告」 

謝 辞 

 

大谷文孝会長 

点 鐘 

大谷文孝会長 


