
 

 

 

第 2249 回（12 月 7 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 

●会長報告  大谷文孝 会長 

●幹事報告  上原謙一 幹事 

●結婚記念日祝 

長谷川会員 清水会員 山際会員 

●誕生日祝 

新井会員 山際会員 

●出席状況報告  山岸泰輔 副委員長 

●ニコニコ報告  江口明 委員 

●委員会報告 

 第 2570 地区公共イメージ委員会 宮本伸子委員  

 親睦・家族委員会 飯塚秀司委員長 

 社会奉仕委員会  中村重継委員長 

●表彰 マルチプルポールハリスフェロー 

 長谷川博会員 井上博司会員 橋本恭一会員 

 島﨑義春会員 上原謙一会員 五十幡和彦会員 

●RLI 修了証授与 

 飯塚秀司会員 関根裕憲会員 

●年次総会  

出席者３７名 委任状１１名 

第１号議案  次々年度会長予定者の件 

    次々年度会長  鈴木敬一郎会員 

   会長ノミニー指名委員会 長谷川博委員長 

   推薦の弁   早﨑 敬会員  

        承認 

   会長ノミニー挨拶  鈴木敬一郎会員 

 

第２号議案 

   2022～23 春日年度 役員及び理事選出の件 

春日雅樹会長エレクト 

役員候補者 

 会長   春日雅樹 会員（既定） 

 直前会長 大谷文孝 会員（既定） 

 会長エレクト 鈴木敬一郎 会員 

 副会長 半田太 会員 

 会計 宮本伸子 会員 

 幹事 飯塚秀司 会員 

理事候補者 

 倉持成一郎 会員 

 田島博夫 会員 

 島﨑義春 会員 

 五十幡和彦 会員 

 阿部秀二郎 会員 

 中村重継 会員 

 長島豊 会員 

 神田日出雄 会員 

       以上全員承認 

報告 

 中間財務報告  渡辺昭孝 会計 

●点  鐘  大谷文孝 会長 

 

 

 

 

 

 



会長報告 

 

                 大谷文孝会長 

本日は、年次総会です。次年度理事と会長ノミニー

の承認事項があります。会員の皆様、審議の方よろし

くお願い致します。 

11月は大谷年度、２つの大きな事業が無事に終わり

ました。 

16 日のポリオ撲滅チャリティーゴルフコンペ・23

日のロータリー奉仕デー「行田観光寺社マップ発行記

念ロータリーウォーキング大会」には大勢の皆様にご

参加いただきました。 

ご協力に感謝いたします。 

16日のチャリティーコンペでは、三島委員会を中心

に積極的にお声がけをして頂き、2570地区のロータリ

ーアンや一般の方々総勢 100名近くの参加で盛大に開

催されました。 そして、ポリオ募金 ￥117,000 ニ

コニコより \100,000 チャリティーゴルフ大会残金

￥116,195 合計 ￥333,195 をポリオ基金に寄付す

ることが出来ました。 

開催当日の夕方に、第五グループの会長幹事会では、

このチャリティーゴルフについてとてもいい大会だっ

たなどのお言葉を頂きました。 

23日のロータリー奉仕デー「行田寺社マップ発行記

念ロータリーウォーク２０２１」は、行田さくらロー

タリークラブ・吹上ロータリークラブ・みどりの行田

ネットワーク・一般の方々総勢 80名の参加でウォーキ

ングを楽しみました。 

中村社会奉仕委員長の執筆と松岡委員の編集で市内

にある６４のお寺と５５の神社の住所、マップ上の位

置などをまとめた大変素晴らしい観光寺社マップが出

来ました。 

マスコミからも行田 TV・埼玉新聞・毎日新聞・読売

新聞・埼北読売と多数の取材を受け掲載されました。 

市内外から問い合わせが殺到し、3000部が残り少なく

なるなど大変好評をいただいております。 

行田観光寺社マップが行田の地域活性化に貢献できれ

ば幸いです。 

この例会の後、上原幹事と中村社会奉仕委員長、私

で市長を表敬訪問し行田市に寄贈してきます。 

12月 5日は米山記念奨学委員会のクリスマス会に参加

しました。 

当クラブの米山奨学生テイ・チンさんがアトラクシ

ョンに歌にスピーチに大奮闘でした。大変、楽しくま

た、米山奨学生の頑張り優秀さに感心しました。 

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。ロータリーウオーク

2021 で新聞記事が掲載されていますのでご覧くださ

い。イルミネーション 2021 のチッケトが 5 枚ありま

すので興味のある方は事務局でいただいてください。 

理事会におきまして 1 月のプログラムが承認され

ました。1 月 11 日ＲＣ3 クラブ賀詞交歓会が開催され

ます。行田さくらロータリーがホストクラブとして

18：30 より開催されます。1 月 25 日は職業奉仕 企

業研修といたしまして藍染体験をしながら桐生競艇へ

の体験となりますのでよろしくお願いいたします。 

橋本恭一会員 退会の件としまして 12月 31日退会

として承認されました。  

報告事項といたしまして 大谷年度ゆかた例会決算

報告 水村雅啓ガバナー公式訪問決算報告 ポリオ根

絶チヤリティゴルフコンペ決算報告がされました。11

月１日（月）ものつくり大学創立二十周年記念式典・

講演会ものつくり大学体育館 大谷会長出席 11 月

７日（日）米山梅吉記念館訪問研修旅行島崎カウンセ

ラー・米山奨学生テイチンさん出席 11 月 21 日（日）

川越ロータリークラブ７０周年記念式典大谷会長・上



原幹事出席 11 月 28 日（日）国際奉仕・ロータリー財

団委員会 2021-22 合同セミナー大谷会長・鈴木ロータ

リー財団委員長Ｚｏｏｍにて出席 12 月 5 日（日）米

山記念奨学委員会第２回カウンセラー会議 12 月 5

日（日）米山記念奨学委員会クリスマス会 アルカー

サル迎賓館川越 島崎カウンセラー・米山記念奨学生

テイチンさん出席 以上となります。 

 

結婚記念日祝 

 

長谷川博会員 清水孝夫会員 山際満会員 

誕生日祝 

 

新井啓介会員 山際満会員 

 

出席状況報告     

山岸泰輔 副委員長 

会員数 出席対象者 出席者 メーキャップ 出席率 

５７名 ５４名 ３７名 １名 ７０% 

 

 

ニコニコ報告 

                江口明 委員 

大谷会長 ポリオ撲滅チャリティーゴルフコンペ・ロ

ータリー奉仕デー・寺社マップウォーキン

グ大会に多数の参加ありがとうございまし

た。市民の皆様からもたいへんご好評を頂

きました。ご協力を感謝致します。本日は

年次総会です。皆様の慎重審議よろしくお

願いいたします。 

上原幹事 今年も早いもので 1 か月を切りました。皆

様も体調を整えて楽しく乗り切っていきま

しょう。年次総会よろしくお願い致します。 

清水会員 12 月 21 日のクリスマス望年会はよろしく 

     今日は当日の景品をお持ちしました。 

長谷川会員 結婚祝いありがとうございました。 

横川会員 今日は年次総会、幹事の方々ご苦労さんで

す。次年度役員さん宜しくお願いします。 

井上会員 クリスマス望年会が出来る事、本当に心待

ちにしております。楽しい例会となる事を

望みます。 

三島会員 先日のチャリティーゴルフコンペでは皆さ

ん大変お世話になりました。ありがとうご

ざいました。 

新井会員 年次総会ですね。大谷年度も半分、道半ば。

春日会長エレクトも次年度に向けて準備開

始。会長のノミニーはそろそろ準備してく

ださい。今月は誕生日です、感謝です。あ

りがとうございます。 

島﨑会員 5 日の米山の Xmas、一番後ろの席にしても

らい、Tay Qing と Nepal で一番の才女、

学友の Rajbanshi Anjana、2 人の美女に囲

まれ、3 人でルンルンしていました。ふと

気づくと、遅刻していつの間にか同席して

いる奴がいる。UltraSuper 邪魔だなー、「大

谷文孝」って誰だ。 

阿部会員 いよいよ本日の年次総会で来年度の役員・

会長ノミニーが決まります。春日年度に期

待します。 

     今、那のつの店をアートギャラリーにして

います。若手の画家や地元の画家の作品を

3 か月ごとに切り替えて展示しています。

見に来てください。今は白黒の点描画を展

示しています。 

半田会員 大きな声では言えませんが大谷年度、初出

席です。皆さんに会えて、うれしいなー！

島ちゃんだけには会いたくなかった！ 

春日会員 なぜか？優勝してしまいました。賞金の一

部を（半分）入れさせて頂きます‼ 

宮本会員 地区公共イメージより、フォトコンテスト



を企画しました。会員も会員以外の方も奮

って応募してください。 

江口会員 先週の月曜日 NHK の「鶴瓶の家族に乾杯」

という番組で行田が紹介されていました。

いよいよ全国区になった行田市、寺社マッ

プと共に期待が大きいです。 

関根会員 本日も宜しくお願い致します。1 年のスピ

ードが本当に早く、12 月であることをまだ

信じられません。 

五十幡会員 本日は年次総会、大谷会長 6 か月間お疲

れ様でした。次年度、春日会長ご活躍をお

祈りしております。 

     同文として 

戸ヶ崎会員、矢澤会員、神田会員、橋本恭

一会員、田島会員、倉持会員、鈴木敬一郎

会員、田村会員、川野会員、梁瀬会員、高

橋貴子会員、長島会員、田中秀和会員、山

際会員、早﨑会員、飯塚会員、松岡会員、

中村会員、山岸会員。       以上 

本日のご奉仕額 52,000 円となります。 

委員会報告 

 

第 2570 地区公共イメージ委員会 宮本伸子委員 

 

親睦・家族委員会 飯塚秀司委員長 

 

社会奉仕委員会  中村重継委員長 

 

表 彰  

  マルチプルポールハリスフェロー 

 

長谷川博会員 井上博司会員 橋本恭一会員 

 島﨑義春会員 上原謙一会員 五十幡和彦会員 

 

ＲＬＩ修了証授与  

 

       飯塚秀司会員 関根裕憲会員 

 

 

 

 

 

 

 



年次総会  

 

会長ノミニー指名委員会 長谷川博委員長 

 

推薦の弁   早﨑 敬会員 

 

 会長ノミニー挨拶   

鈴木敬一郎会長ノミニー

 

2022～23 春日年度 役員及び理事選出の件 

            春日雅樹会長エレクト 

 

 

中間財務報告  渡辺昭孝 会計 


