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来訪者紹介 

第 2570 地区 第 5 グループ 

ガバナー補佐 新井裕喜 様 

 

 

表彰 

米山功労者 マルチプル 細井保雄会員 

 



 

会長報告 

 

                 春日雅樹 会長 

７月１１日 市長訪問に五十幡会員と伺い、年度予定

を報告してまいりました。 

７月１０日（日）午前１０時より武蔵水路脇を武蔵公

園側からクビアカツヤカミキリの駆除を行いました。

反対側から網とかごを持った団体２０名くらいの方々

がこちらに向かって歩いていたので、すれ違い際に何

を獲っているのかと尋ねた所クビアカツヤカミキリだ

と言われたのでどちらの団体ですか？とお聞きしたと

ころ、埼玉県内の高校で「チームアライグマ」と 言

う特定外来生物の調査などの活動をしている春日部、

蕨 越谷の学生ということでした。なぜ行田に？と聞

いたところ行田でクビアカツヤカミキリの出没が多い

と聞き調査や標本作りの為来ていたそうです。先に３

０匹ほど回収されており、ケースに入れて殺虫剤で駆

除しようとしていましたが 「なかなか死にません」

と話していました。 

また、近辺では熊谷西高校にもそのような活動をして

いる団体があるようで県内幅広く毎月数回集まって活

動していると話を聞くことが出来ました。発見情報を

もとに現地に入り調査しているようです！生きたまま

の移動だけはしないでくださいねとお伝えしその場を

後にしました。その後、水路際の桜の木の所にある住

宅の方が今年はクビアカツヤカミキリが多いと言われ

て毎日数匹は駆除していますと言っていました。私た

ちも、さくらロータリークラブで駆除をしていますと

お伝えしたところロータリーの方もそのような活動が

あるのですか？と聞かれ、まだまだ知名度が低いなと

少しがっかりしましたが、行田の市報でクビアカツヤ

カミキリの買い取りの件などは知っているようでした。

まだまだ、関心がない人が多いというのが現状だと思

います！ 

私の娘の知人が木に虫がいてクワガタムシか？カブ

トムシだと思い捕まえて息子を喜ばせようとしたとこ

ろ、首の所が赤くて気持ち悪くてやめたと言う話を聞

いてやはり、知らない人は知らないのだと実感しまし

た。今年こんなに暑い日が多くて成虫が多く出ている

と言う事はその分 卵を産むメスも多いはずです！卵

を産ます前に成虫を駆除する必要があります。 

本当に桜の木が数年後 数十年後にはなくなってしま

うかもしれません。そうならない様に成虫を見つけた

ら駆除ください！幼虫は木の中で生活しているので取

るのは難しいですが成虫は木に停まっています。成虫

が出ている期間は６月末から９月ごろまでです。私も

駆除に尽力いたします。是非、ご協力をお願いいたし

ます。 

また先ほどお話しした「チームアライグマ」という団

体ですが主に県内のアライグマの生息範囲分布などを

目撃情報から調査しており、最近はクビアカツヤカミ

キリやヒアリ、カミツキガメ、セアカゴケグモなどそ

の他生物も調査しているようです。ネットなどでチー

ムアライグマと検索すると活動の様子などが分かりま

すので興味がある方は是非一度ご覧になってみてはい

かがでしょうか。 

本日は、クラブ協議会です！委員長の方は宜しくお願

い致します。 

 

 

幹事報告 

 

               飯塚秀司 幹事 

皆様 こんにちは、幹事報告の前に初例会を個人的な

理由で欠席いたしました事、申し訳ございませんでし

た。 

早﨑副幹事ならびに理事の皆様にも大変ご迷惑をおか



けしました事、合わせてお詫び申し上げます。 

本日の幹事報告は 7 月 10 日（日）に行なわれた米山

記念奨学委員会セミナーに、カウンセラーの大谷会員

が参加されました。 

2022 年規定審議会について「2022 年規定審議会決定

報告書」と「クラブと地区に関連する重要な変更」の

ご案内をさせて頂きました。 

以上、2 点を幹事報告といたします。 

 

出席状況報告 

関根裕憲 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 ５０名 ２８名 １名 ５８%

 

ニコニコ報告 

小澤謙博 委員長 
春日会長 本日クラブ協議会です。委員長の方宜しく

お願い致します。 

飯塚幹事 初例会早々に幹事として欠席申し訳ありま

せんでした。早崎会員には代理 

     ありがとうございました。今年一年よろし

くお願いします。 

第 2570 地区第５グループガバナー補佐 

新井裕喜様 

     2022〜2023 年度補佐を務める羽生 RC の

新井です。さくら RC クラブさん 

     のご協力宜しくお願いします。 

細井パストガバナー 春日会長、飯塚幹事の活躍を 

祈念します。 

横川会員 今年度、各委員長さんご苦労様です。 

宜しくお願いします。  

矢澤会員 クビアカが大分増えてきました。26 日の 

例会も含めクビアカ駆除頑張りましょう。 

神田会員 本日は SAA で司会です。皆さんよろしく。 

新井会員 イマジンロータリーもスタートです。 

春日年度はクラブ友好交流特別委員会で 

     再登番致します。 

どうぞよろしくお願いします。 

田島会員 春日、飯塚年度の順風な出航をお喜び申し

上げます。 

阿部会員 本日も各委員長さん報告宜しくお願いし 

ます。 

半田会員 3 分間スピーチを命じられました。 

入会 17 年目ですが新人扱いです。 

林会員  今年度はなるべく多く例会へ出席出来る様 

務めます。 

関根裕憲会員 今回から出席奨励委員長頑張ります。

よろしくお願い致します。 

大滝会員 春日会長、1 年間よろしくお願いします。   

 

春日年度、飯塚幹事の活躍を祈念します。 

長谷川会員、松本会員、渡辺会員、島崎会員、田島会

員、鈴木敬一郎会員、上原会員、大谷会員、田村会員、

川野会員、梁瀬会員、 

高橋会員、橋本会員、宮本会員、江口会員、中村会員、

関根裕憲会員、小澤会員 

 

 

委員会報告 

さくら文化・環境委員会 中村重継 委員長 

 
 

 大谷直前会長  最終理事会のお知らせ 

 

 

ロータリーの友読みどころ紹介 

ロータリー雑誌委員会 梁瀬里司副委員長 

 

 



３分スピーチ 

半田太 会員 

 

 

 

クラブ協議会 

会員増強委員会  橋本祐一 委員長 

 

 

幹事  飯塚秀司 幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

職業分類・会員選考委員会  長谷川博 委員長 

 

 

ロータリー研修委員会  大谷文孝 委員長 

 

 

職業奉仕委員会  江口明 委員長 

 

 

 

 

 

 

 



社会奉仕委員会  神田日出雄 委員長 

 

青少年奉仕委員会  高橋貴子 委員長 

 

 

さくら文化・環境委員会 中村重継 委員長 

 

 

ものつくり大学委員会  田村宏 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー財団委員会  上原謙一 委員長 

 

 

米山記念奨学委員会   半田太 委員長 

 

 

クラブ戦略計画委員会  鈴木敬一郎委員長 

 

 

 

 

 

 

 



クラブ友好交流特別委員会 新井啓介 委員長 

 

 

チャリテェイゴルフ特別委員会 林洋一 委員長 

 

 

 

点鐘 

春日雅樹 会長 


