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2016-17 年度  RI 会長：ジョン・ジャーム／ ガバナー：前嶋修身／会長：大野年司／ 幹事：渡辺久記  

クラブ会報委員会  委員長：松岡  保／例会日：木曜日  午後 12:30 開会／会場：ベルヴィアイトピア 

 

第２４５２回 ７月第１例会 ７月７日（木） 

[  クラブ協議会  ] 

●点鐘 大野年司 会長 

●国歌斉唱、ロータリーソング斉唱 

●四つのテスト唱和 

●会長の時間 大野年司 会長 

●役員選任式 

●幹事報告 渡辺久記 幹事 

●委員会報告 

●結婚・誕生祝 

●出席奨励・スマイル委員会 

●点鐘 大野年司 会長 

 

点 鐘 

 

会 長 の 時 間 

 

今年度初の会長の時間に、皆様の貴重な時間を頂きあ

りがとうございます。未熟者の私ですが、一所懸命取り組

ませていただきますので、一年間皆様のご協力を何卒宜

しくお願い致します。今朝、左の胸に会長バッチを付けま

した。何時もは右肩が下がっておりますが、このバッチの

重さを感じて、肩の高さが左右平らになりました。その重さ

をひしひしと感じております。又、今日は、多勢の皆様に

ご出席頂きお礼申し上げます。 

お氣付きの通り、今日は七夕の日であります。SAA を今

年度お願いしました小林さんのご提案で、幹事の手も借り

て準備させて頂きました。梅雨が明け、一転して暑くなっ

てくる頃です。お蔭様で季節感溢れる例会となりました。

日本の四季折々の伝統的な文化にも触れて頂けたらと思

います。これからも、季節感を大切にした例会を考えてゆ

きたいと思います。 

今年一年の運営方針 

 「温故知新・五十にして天命を知る」 

   ―こどもたちに明るい未来を― 

  行田 RC 50 年の歴史を振返りますと、積極的に多くの

事業に取り組み、輝かしい実績を残してまいりました。そ

の中でも、特に子供達に関係する事業が数多く展開され、

今のグローバル社会あっても、しっかりと対応してまいりま

した。まさに 50 にしてその天命を知った感がいたします。  

そこで、その重要性に焦点をあて、次なる５０年に向けて

の５０周年記念にしてまいりたいと考えます。 

 いずれにしても、今年度は 50周年の記念事業を皆様の

ご理解とご協力のもと、成功裡に終わらせたいと考えま

す。 

皆さんで楽しみながら、参加いただいた方に喜んで頂き、 
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行田 RCを知って頂き、次なる 50年に繋がる事業、 

として考えております。 

将来構想に向けた諸事業、クラブ運営の見直し 

  （50周年ならではの仕事かと考えて折ります） 

未来づくり特別委員会で、この行田 RC50年を振り返り、

時代の変化等に対応しているのか？これからの RC基本

的なありようをベテランのメンバー、これからのメンバーの

議論、全メンバーの調査等も予定し、探って行こうと考え

ております。そして次なる 50年に向け、素晴らしいクラブ

発展に繋がればと考えております。 

ロータリー活動の拡大、後程新たに 5名の入会希望者

の紹介を幹事より致しますが、「単に数を」でなく、ロータリ

ーを理解し、地域が良くなる活動が活発になるメンバーを

増やしたい。純増 5名予定いたしております。是非ご推薦

をお願いいたします。 

 魅力あるクラブにして、行列の出来るクラブにしてゆきた

いと思います。 

質的にも拡大（ロータリー活動を理解して協力して下さ

る団体、個人を増やす） 

例）アイバンク等に、協力参加者 100 名して頂く過程で、

RC の理解者になり、ロータリー精神の理解者が地域のそ

れだけ増えたことになります。 その他、継続的事業もしっ

かりとやりたいと思っておりますのでよろしくお願いいたし

ます。 

※いずれにしても一年間、皆様と楽しいクラブ運営をした

いと、考えておりますので皆様のご理解ご協力を宜しくお

願い致します。 

幹 事 報 告 

 

普段から大変汗かきですが、今日はそれに加えて冷や

汗をかいています。１年間、出来るだけゆっくりと、正確に

皆様に情報を伝えていきたいと思います。どうぞ宜しく願

いします。では幹事報告をいたします。 

1. 年度計画書が出来ました。注意深く校正はしたつもり

ですが、訂正個所がある方は早めに申し出てください。 

2. 先程、７月定例理事会が開催されました  

審議事項は次の通りです。  

１号 前回議事録承認の件  

２号 ８月プログラム承認の件  

３号 会費徴収時期の件 

（前期 ７月１５日・後期 １月１３日）  

４号 理事会開催日及び開催時間の件 

（第１例会日、午前 11時より）  

５号 出席規定免除資格会員承認の件  

６号 炉辺会合とメーキャップの件  

７号 第１８回奇北忌俳句大会後援承認の件  

８号 創立５０周年特別会費の件  

９号 退会届受理の件  

１０号 会員アンケート実施の件  

 以上を慎重審議の上、全て可決承認を頂きました。 

尚、退会届は、木下友秀さん、持田朋春さん以上２名から

提出されました。 

 会費の徴収につきましては、本例会終了後、事務局より

会員の皆様にお知らせする予定になっていますので宜し

くお願いします。また、創立５０周年特別会費については、

黒渕特別委員長からもこの後お話があるかと思いますが、

通常の年会費に併せて徴収させていただくことになります

ので、こちらも宜しくお願いいたします。 

3. 新入会員についてですが、先月の理事会までに５名

の方を推薦いただきました。その後、職業分類・会員選考

委員会を経て、ロータリー情報委員会に参加頂き、入会

申込書を提出されていますので、お名前を発表します。 

吉岡かつよさん 勤務先 羽生市の吉岡設計 推薦者

は朽木会員 

新井弘美さん 勤務先 埼玉りそな銀行行田支店 支 

店長 推薦者は大野会長 

小池俊輔さん 勤務先 ガクヤ㈱ 代表取締役 推薦 

者は大野会長 

田島智裕さん 勤務先 ベルヴィアイトピア 支配人 推 

薦者は福島会員 

高橋泰隆さん 勤務先 (有)アルム 不動産業 推薦者 

は福島会員 

 以上５名の方について異議のある方は、本日から１週間
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以内に、理事会宛に書面にて提出をお願いいたします。 

4.前年度の高柳ガバナーより６月２４日付で、2017-18 年

度のガバナー候補者が報告されています。本年度のガバ

ナーエレクトとなるのは、行田さくらロータリークラブの細井

保雄さんです。 

5.前嶋ガバナーより昨日付で公式訪問についてのお知ら

せがありました。それによると公式訪問時のガバナー・会

長幹事との協議会の席に入会３年以内の会員も同席して

欲しいとのことです。本年度の公式訪問は、今月の２８日

です。詳細は後程連絡いたしますが、該当の方は、是非

参加をお願いいたします。 

委 員 会 報 告 

 

50 周年実行特別委員会 黒渕委員長 

全員で祝い、全員で楽しむ 50周年にしましょう！ 

 
湯本ガバナー補佐 

各クラブにはいろいろなクレーム、悩みがあります。  

誕  生  祝 

 

 

選 任 証 書 授 与 

 
 

激 励 の 言 葉 

 
蔭山世話人 

 
司会 鈴木 貴大委員 

出 席 状 況 報 告 

 
斎藤 浩二委員 
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T 

A 

正会員数 

85 年規定承認者 

58 名 

15 名 

A 理事会欠席承認者  

P 本日の出席者 45 名 

B 各承認者の例会出席者 13 名 

MU 本日のメーキャップ者 0 名 

本日の出席率 82％ 

 

ニ コ ニ コ 報 告 

 

○小山会員 

・小沢直前会長 1 年間ご苦労さまでした。素晴らしい 1 年

だったと思います。今年度は 50 周年直前会長として頑張

って下さい。 

・行田ロータリーも 50年の節目を迎えそのリーダーに大野

会長を選びました。大いに力を発揮して行田ＲＣが一層輝

く事を望んでいます。 

○第 23代会長 渡辺 栄一 

行田ロータリークラブ創立 50周年度発足おめでとうござい

ます。 

○小沢会員 

大野年度、素晴らしい 1年になります様に 

○大野会員  

今年 1年よろしくお願い致します。 

○渡辺会員 

1年間お願いします。 

○中島会員 

大野さん、渡辺さん一年間お世話になります。御活躍の

程、期待申し上げます。 

○黒渕会員  

大野年度の出発を祝して！50周年記念事業を宜しくお願

いします。 

○清水会員 

小沢年度ご苦労様でした、休みがちで申し訳ございませ

んでした。 

・大野年度、本年 50周年よろしく 

○永島会員 

大野会長、渡辺幹事さんの出航をお祝い申し上げます。

あっという間 1年ですが頑張って下さい。 

○蔭山会員 

大野年度の出発、50周年に向けて頑張って下さい。 

○小川会員 

記念すべき大野年度の船出を祝す。 

○大谷会員 

また 1年頑張ります！楽しいロータリーにしましょう。 

○福島会員 

大野、渡辺年度の門出を祝して！50 周年成功させましょ

う。 

○冨田会員 

大野会長、渡辺幹事の船出を祝して。 

○山本（憲）会員 

大野、渡辺年度船出おめでとうございます。 

○古沢会員 

大野、渡辺年度の船出を祝して！ 

○小林会員 

大野、渡辺年度のスタートを祝して 

○武井会員 

大野会長、渡辺幹事、今年度よろしくお願い致します。 

○鴨田会員 

大野会長、渡辺幹事、今年度よろしくお願い致します。 

○石渡会員  

大野年度スタートお祝い申し上げます。 

○田山会員 

大野年度 1年間お世話になります。 

○山田会員 

大野年度スタートを祝して。 

○野口会員 

○黒田会員 

大野年度頑張って下さい。 

○斎藤会員 

今年度もよろしくお願いします。 

○鈴木（貴）会員 

○鈴木（克）会員 

○柿沼会員 

○湯本会員 

※本日のニコニコは 135，000円でした。 

ありがとうございました 
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