
 

 

第 2241 回（10 月 5 日）例会報告 
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 水村ガバナー公式訪問の件 
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●点  鐘  大谷文孝 会長 

 

 

点 鐘 

 

新入会員入会式 

大谷文孝会長 大滝龍一新入会員 

 

 



 

 

会長報告 

 

                 大谷文孝会長 

およそ１か月半ぶりの例会となりました。 

会員の皆様と久しぶりにお会いすることが出来て本当

にうれしく思います。 

ようやく緊急事態宣言が解除され、行田市もコロナ陽

性者がいない日が続いています。このままロータリー

活動が続けていけることを願うばかりです。 

本日はクラブ協議会です。 

ガバナー公式訪問の詳細・ZOOMの使い方と今後の例会

活用についてです。 

また、臨時総会にて次年度、会長の承認がございます。 

会員の皆様、宜しくお願い致します。 

１０月はガバナー補佐訪問、ガバナー公式訪問、ゆか

た例会となります。 

ガバナー公式訪問では、会員同士の出席の声掛けをお

願い致します。 

本日の理事会では、ロータリー奉仕デーの実施する例

会が承認されました。 

今年度の地区補助金を活用し、社会奉仕委員会で作成

している「行田観光寺社マップ」の発刊を記念したウ

ォーキング例会です。この例会は行田市駅から武州荒

木駅まで秩父線を利用して、天洲寺、真観寺、久伊豆

神社、長久寺をウォーキングします。 

行田さくらロータリークラブ・吹上ロータリークラ

ブ・みどりのぎょうだネットワーク。一般の方が参加

します。 

中村社会奉仕委員長のご尽力ですばらしい寺社マップ

が完成する予定ですので、楽しみにしてください。 

大滝龍一会員、ようこそ行田さくらロータリークラブ

へ。大滝会員は、親睦家族委員会と出席奨励委員会に

所属します。 

会員の皆様、宜しくお願い致します。 

今年度は会員増強の目標は 5名です。 

１０月で既に３名が新入会員入会して頂きました。 

引き続き、山際会員増強委員長を中心に増強を宜しく

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 

久しぶりの例会となりますが、10月より多数の行事

が予定されておりますので皆様のご協力の程よろ

しくお願いいたします。 

１０月１２日 ２２４３回例会は、ガバナー補佐訪

問例会となりますが、食事の提供はさせていただき

ますが、アルコール等の提供は控えさせていただき、

ソフトドリンクでの会食となります。 

１０月１９日２２４４回例会は、ガバナー公式訪問

ですが慰労会でのアルコールの提供は控えさせて

いただきます。 

第２回ロータリー財団委員会の勉強会のお知らせ

といたしまして１０月９日土曜日 13 時よりウエ

スタ川越にて「ポリオについて」講師中嶋恵理子ポ

リオプラス委員会 講演会 小谷野翔太様(18－19

年度 グローバル補助金奨学生)が開催されます。

ZOOM による 視聴も可能ですので、興味ある方は、

事務局までご連絡ください。 



日本ロータリー史 1 冊 6600 円税込み ①ロータリ

ー100 年史②100 人のロータリアン ロータリーの

本棚③年表資料 また、ロータリー日本史 100年史

のＤＶＤ クラブにて、まとめて注文させていただ

きます。また事務所に、現物がありますので、ご連

絡下されば見ることも可能です 

本日の理事会におきまして１１月の例会プログラ

ムが承認されました。 １１月２３日 ロータリー

奉仕デーといたしまして行田観光寺社マップを活

用してのウォーキング事業を予定しておりますの

でよろしくお願いいたします。 

以上です。 

 

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 

57 名 53 名 32 名 0 名 60.4% 

 

ニコニコ報告          松岡由浩委員長 

大谷会長 大滝さん入会おめでとうございます。ロー

タリーを一緒に楽しみましょう。本日は臨

時総会とクラブ協議会です。会員の皆様宜

しくお願い致します。 

上原幹事 久しぶりの例会です。１０月の予定が多数

入ってくると思いますが、参加の程宜しく

お願い致します。大滝会員入会おめでとう

ございます。 

細井パストガバナー ガバナー補佐訪問、ガバナー公

式訪問をご一緒に成功させましょう。 

清水会員 緊急事態宣言の解除をお喜び致します。久

しぶりの例会を楽しみにしていました。 

横川会員 皆さん、大変大変お久しぶりです。変則的

な例会で、理事の皆さんご苦労さまです。 

井上会員 通常通りの例会が出来て、本当に良かった

ですね。大谷、上原年度も１／３が過ぎよ

うとしています。秋に向かって親睦会等々

の行事が沢山あります。これからが本番で

す。頑張って下さい。楽しみにしておりま

すので。 

矢澤会員 ご無沙汰しています。このままコロナが治

まりますように。 

神田会員 皆さん久々ですね。 

新井会員 ２ヶ月ぶりのクラブ例会ですね。お久しぶ

りです。会員皆様と直接会える例会がいい

ですね。 

橋本恭一会員 今朝、秩父線に乗り、武州荒木駅から

行田市駅まで歩いてきました。歩いて２時

間弱１万歩。次はソシオ流通センター駅へ

行き、忍川遊歩道を歩きたいと思います。 

田島会員 結婚３４年になりました。今の所夫婦仲良

くやっています。本日はお祝い頂きありが

とうございました。 

阿部会員 久しぶりの会食いいですね。大滝さん歓迎

します。先日南アルプスの塩見岳（3054m）

に２日かけて登ってきました。100 名山 87

座目です。 

五十幡会員 本日は協議会、そして大滝龍一会員の入

会おめでとうございます。ご活躍を楽しみ

にしています。 

川野会員 結婚祝いありがとうございます。 

長島会員 今日の午前、14 才愛犬の火葬をしてきまし

た。感謝と悲しみでいっぱいです。 

宮本会員 久しぶりの例会楽しみです。よろしくお願

い致します。 

松岡会員 誕生・結婚祝いありがとうございます。 

関根裕憲会員 先日リーダーシップ研修会参加させて

頂きました。ありがとうございました。 

大滝会員 新入会の大滝と申します。仕事は自転車屋

をやっております。よろしくお願いします。 

「大滝さん入会おめでとうございます」の同文として、

長谷川会員、戸ケ崎会員、渡辺会員、倉持

会員、梁瀬会員、高橋会員、田中秀和会員、

山際会員、早崎会員、江口会員、飯塚会員、

中村会員、丸山会員 

 

結婚祝い・誕生祝い 

□結婚祝い 田島博夫会員 長島豊会員 

松岡由浩会員 江口明会員 

 



□誕生祝い 田中秀和会員 江口明会員 

松岡由浩会員 大滝龍一会員 

 

 

臨時総会・クラブ協議会 

□臨時総会 大谷文孝会長 

第１号議案  次年度会長予定者選出の件 

   出席 32、委任状 12 の計 42 で承認 

   会長エレクトは春日雅樹会員に決定 

 

□クラブ協議会 大谷文孝会長 

水村ガバナー公式訪問の件 

 

オンライン例会の件 

丸山会員より、ZOOM の使い方の解説が行われた。 

新井会員より、対面と ZOOM を活用したハイブリ

ッドとして、出席しやすくしてはどうかという提案

があった。 

 

点 鐘 

 

 

 

清水孝男会員より特別寄稿 

「新大西洋憲章」時代の 日本の進むべき道            

 戦後ずっと国際社会で、ある種の疑いを浴びてきた

日本に、いま限りないチャンスが訪れている。わが国

は東京裁判で裁かれ、米国とかけがえのない同盟国と

なった後でも、根本的信頼を得るのが容易ではない時

代が続いた。 

米国が、日本よりも中国への共感に傾いてきた時期

が長く続いた。 

 それが、いま大反転なのである。８０年前の大西洋

憲章においては、日本は敵勢力と見放されたが、「新大

西洋憲章」においては、世界の秩序維持に欠かせない

強力な支柱と位置づけられた。そして、中国は、明ら

かに権威主義勢力とされている。８０年間で、陣営が

入れ替わったのである。 

この大変化の中で、アジアと世界の未来を左右する

要素のひとつが、日本国政府と国民の意識である。軍

事力を弱小のままに据え置き、憲法九条で、日本を縛

りつけておくべきとは、自由主義の陣営の国々は、も

はや考えていない。反対にまともな自立国となり国際

平和と安定に貢献できると期待している。国際環境の

大変化に、私たち日本人は、気が付かなければならな

い。世界は、日本よ、自国を自力で守れる、まともな

国になれと言っている。日本国民と政治家が、目覚め

るべきだ。（桜井よしこ機関紙より引用） 

 


