
 

第 2232 回（7 月 6 日）例会報告 
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１、会長   大谷文孝 会長 

 ２，幹事   上原謙一 幹事 

 ３，会計   渡辺昭孝 会計 

 ４，SAA    戸ヶ崎直司 SAA 

 

●点  鐘  大谷文孝 会長 

会長報告 

 

                 大谷文孝会長 

会員の皆様、こんばんは。本日は大谷年度の初例会に

たくさんの会員の皆様に参加いただきまして、誠にあ

りがとうございます。 

第４６代会長として上原幹事と二人三脚で行田さくら

ロータリークラブを盛り上げていきたいと思います。 

会員の皆様のよろしくお願いいたします。 

今年度のクラブテーマは「いざロータリー」 知＜好

＜楽 としました。 

コロナ渦で飲食・イベント・旅行など様々な制限があ

り、思うような活動が出来ないのが現状です。そうい

った時期だからこそ「いざロータリー」で、我々ロー

タリアンは例会に出席し、良い情報を得て、ご自分の

生業に生かしていけばいいのではないでしょうか。 

今年度は、出席率向上と会員増強を２大テーマにして

活動していきます。 

出席率の向上には例会・奉仕活動の充実と楽しい親睦

事業があげられます。 

会員の皆様が出席したくなる例会と奉仕活動を企画い

たします。 



そして入会の浅い会員にも積極的に声を掛けてフォロ

ーをしていきたいと思っています。 

また、親睦事業でも、会員ご家族がワクワクするよう

な事業をしていきます。 

我々ロータリアンが奉仕活動に積極的に取り組み、職

業奉仕に励めば自ずと会員増強も必ず、目標に達すこ

とが出来ると思います。 

会員の皆様のご指導を頂きながら、精一杯努めさせて

頂きます。 

一年間、ご協力を宜しくお願い致します。 

幹事報告 

 

               上原謙一幹事 

幹事報告させていただきます。大谷年度の船出とな

ります皆様と一緒に「いざ ロータリーの会長方針に

基づいて楽しい一年となります様, 皆様のご協力の程

よろしくお願い申し上げます。 

第 2 回理事会におきまして、7 月プログラムの時間変

更の件が承認されました。 

例会日 7月 13日 20日 例会時間１１：３０点鐘 (持

ち帰り弁当)となります 

8 月のプログラムが承認されました。  

出席免除者承認の件 清水会員 長谷川会員 戸ヶ崎

会員 細井会員 横川会員 松本健一会員 井上会員 

田中清司会員 田邉会員 三島会員 新井会員 11

名が承認されました。 

９月５日ゆかた例会が承認されました。 

新入会員 丸山孝明会員 フォローとして大谷会長 

田口正人会員(9 月入会)には 川野会員となります。 

報告事項といたしまして、６月８日第一回会長幹事会

がホテルガーデンパレス熊谷で大谷会長上原幹事出席

しました。 

６月１２日 会員増強セミナーが紫雲閣で開催され 

大谷会長が参加いたしました。 

６月２９日 第一回 行田市クビアカツヤカミキリ対

策協議会が開催され大谷会長が参加いたしました。 

ロータリー文庫運営委員会より当クラブにメールが

来ています「新年度にあたり各クラブへの文書配信のお

願い」としましてロータリー文庫では、電子図書館への

移行をめざし、着々と資料のデジタル化を進めておりま

す。今年度も新たなユーザー名とパスワードを使い、Ｗ

ＥＢサイトを通じた資料の公開を継続いたします。７月

１日「ガバナー・元・次期ガバナー懇談会（オンライン）」

のご挨拶の中でご報告いたしましたが、各ガバナー事務

所経由の一人当たりの運営協力金を、２０２１年７月よ

り３００円／年から２００円／年に減額いたしました。

尚、現時点でのホームページ（ＨＰ）の利用方法につい

て、会員の便宜を図るための資料を添付いたします。ま

た今年度は電子図書館移行への変化の一年となること

に伴い、従来の文庫の事務所での対応が下記のように順

次変わります。ガバナー事務所⇒ クラブ事務局⇒ クラ

ブ会員への周知をお願いすべく、このレターヘッドと共

に添付資料を各クラブへメールに直接添付して、お送り

いただきたくお願い申し上げます。とありました 報告

させていただきます 

大谷年度の年度計画書作成にあたりまして、新型コロ

ナ感染症の拡大において先行きの見えない状況の中 

炉辺開催も数回しかできず年度計画書作成頂いた各委

員長の皆様には感謝申し上げます。 

大谷会長の方針「いざロータリーへ 」のもとで会員

皆様が年度計画書に基づきロータリー活動が出来るだ

けスムーズに展開できますよう、充実に努めたいと思

います。 

年度計画書の編集には、事務局の田口さん、松岡会員

のご協力をいたたいたことを感謝いたします。  

会員入会年月日一覧におきまして一部誤りがありまし

た事をお詫び申し上げます。以上です。 

米山記念奨学金授与 

 

米山記念奨学生 テイチンさん 



ロータリー米山記念奨学会米山功労者 

 

横川福治会員・井上博司会員 

島﨑義春会員・町田知啓会員 

 

長谷川年度スマイル賞・会長賞 

 

スマイル賞 細井保雄会員 

             会長賞 長島豊会員 

新入会員入会式 

 

丸山孝明会員 

 

 

 

 

 

 

 

結婚祝 

 

梁瀬里司会員・山岸泰輔会員 

誕生祝 

 

橋本恭一会員・宮本伸子会員 

 

出席状況報告 

  田中秀和委員長 

会員数 出席対象者 出席者 メーキャップ 出席率 

５5 名 53 名 41 名 ０名 77.4% 

 

ニコニコ報告 

                松岡由浩委員長 

大谷会長 第 46 代会長になりました大谷です。上幹 

事と二人三脚で、行田さくらロータリーラ 

ブを盛り上げていきたいと思います。 

上原幹事 大谷年度船出となります。会長をフォロー 

して、楽しめるロータリーを皆さんと共に 

過ごせればと思います。よろしくお願い致 

します。 

細井会員 大谷さん、上原さん、一年間頑張ってくだ 

さい。応援します。 

清水会員 大谷さん会長就任ご苦労様です。「満を持し 

会長就任 夏ちかし」 

     上原さん、長い下積みご苦労様でした。「経 

験を活かし クラブに活力 つゆはれま」 



長谷川会員 大谷会長、上原幹事、初例会おめでとう 

ございます。先日小沢名誉会員、松岡圀男 

氏に記念品を届けてまいりました。（小沢名 

誉会員、松岡圀男氏より記念品ありがとう 

ございました） 

横川会員 大谷、上原年度のスタートをお祝いし期待 

しております。 

松本健一会員 大谷、上原年度コロナも一年間は続か 

ないので、計画書通りブレないで頑張って 

下さい。 

井上会員 大谷、上原年度の船出おめでとうございま 

す。小さなクラブと違って、会長は一度き 

り出来ませんので、悔いの残らぬよう頑張 

って、短い一年をやりとげて下さい。 

矢澤会員 大谷、上原年度が大きくはばたけますよう 

に。 

神田会員 祝・大谷年度の船出をお祝い申し上げま 

す。 

新井会員 大谷会長、上原幹事、一年間行田さくら 

RC の為によろしくお願いします。戸ケ崎 

SAA 体に気をつけてください。 

前澤会員 大谷年度おめでとうございます。一年間頑 

張ってください。 

倉持会員 大谷、上原年度のスタートお祝い申し上げ 

ます。 

阿部会員 大谷、上原年度の成功を祈ります。 

五十幡会員 大谷、上原年度、初例会おめでとうござ 

います。実り多い一年となる事をお祈り申 

し上げます。 

丸山会員 本日入会させて頂きます丸山です。 

 

「大谷、上原年度初例会おめでとうございます」の同

文として、三島会員、渡辺会員、橋本恭一会員、島崎

会員、田島会員、鈴木会員、春日会員、町田会員、田

村会員、川野会員、梁瀬会員、川辺会員、橋本祐一会

員、長島会員、田中秀和会員、山際会員、早崎会員、

宮本会員、飯塚会員、松岡会員、中村会員、関根正博

会員、山岸会員、駒見会員 

 

 

 

 

 

クラブ協議会 

 

大谷文孝会長 

 

上原謙一幹事 

 

渡辺昭孝会計 

 

戸ヶ崎直司 SAA 


