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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２４５３回 ７月第２例会 ７月１４日（木） 

[  特別委員長・各委員長方針発表  ] 

●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 

●幹事報告 渡辺久記 幹事 

●委員会報告 

●特別委員長・各委員長方針発表 

●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 

 

「伝染効果」について 

本日、渡辺幹事と一緒に、市長のもとへ年度初めのご

挨拶に伺ったところ、池井戸潤氏の最新刊『陸王』が話題

に上り、「のぼうの城」「田んぼアートのギネス記録」の良い

流れを引き継いで、行田市が脚光を浴びている、という話

をしてまいりました。実際皆様の中でも、行田市内にここ数

年リュックを背にした方々が大勢歩いているのを、目にさ

れている方も多いと思います。    

 また、当クラブにおいては、昨年から、私（大野）、富田さ

ん、山本さんとゴルフでホールインワンが３名続いておりま

す。本当におめでとうございます。このような現象について、

先日ある銀行の研修会で、脳の研究で有名な池谷裕二

（いけがや ゆうじ）先生の講演を聞く機会がありました。そ

の中で一例として、ある野球チーム内に打率が上がりホー

ムラン等を多発（３０試合連続ヒットの記録）する選手が出

てくると、そのチーム全体の打撃成績が上がるという実験

成果の話がありました。逆に、チーム全体が良いからすご

い選手が出た、とも言えますが、いずれにしても、お互い

に良くなってゆくということには変わりありません。 

これは脳が持つ「伝染効果」というもので、良いも悪いも

周りへ伝染されてゆきます。このような現象は、私達の仕

事場、家庭や街中でも実際にあり、皆様もきっと体験され

ているはずです。従って、当クラブでも、良い事があったメ

ンバーは大いにご披露して頂き、全員で共有化し、感謝し

て称え、皆様の喜びを増やすことが大切かと考えます。そ

して結果的に、お互いに良い所を伸ばし合い、皆で良くな

って行くよう願っております。このことは、決してニコニコの

催促ではございませんので、誤解のないようお願い致しま

す。 
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幹 事 報 告 

 

本日は、委員長方針の発表の例会です。各委員長さん

宜しくお願いいたします。 

本日都合で発表できない方については、来週となりま

すが、来週はガバナー補佐訪問例会となりますので、出

来るだけ本日に行いたいと考えております。ご協力宜しく

お願いします。では幹事報告をいたします。 

1. 先週お名前を発表した新入会員の方につきまして、本 

日までに異議の申し立てがございませんでしたので、

年会費の請求をさせて頂き入金後入会の運びとなりま

す。 あらためまして、新入会員５名の方ご紹介致します。

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名の方ですが、予定としてはガバナー訪問例会

の際に入会式を行いたいと考えております。 

2. 先週お願い致しましたが、年会費の納入期限は、７月

１５日となっておりますので申し訳ございませんが、皆様

宜しくお願いいたします。 

3. 来週は、当クラブより出向されている湯本ガバナー補

佐の最初の補佐訪問例会となっています。湯本ガバナ

ー補佐、宜しくお願いいたします。尚、ガバナー補佐よ

り、２５～３０分程度、時間を取ってほしいとの依頼があり

ましたので、終了時刻が若干遅れる可能性があることを

ご承知おきください。 

4.来週のガバナー補佐訪問例会の翌週 7/28 は、ガバナ

ー訪問例会となります。先週も申し上げましたが、ガバ

ナーとの協議会に入会３年以内の会員は参加してほし

いとのガバナーからの要請があります。対象となる方は、

２８日は午前１１時３０分までにアイトピアにお越しくださ

い。 

5.またガバナー訪問例会の当日は、例会終了後クラブ協

議会を開催いたします。予定としては、13:40 から 14:40

遅くとも 15:00 には終了致します。各委員長はもちろん、

クラブ会員全員の出席が要請されています。特に入会

５年未満の新会員は義務出席とお考えください。 

6.年度の始めということもあり、各委員長さんから「炉辺」を

開催したいという連絡を多数頂いております。特に新し

く委員長さんになった方から「どうやって開催すればい

いのか?」というお問い合わせも頂きましたので、この場

をお借りして開催の仕方を説明させていただきたいと思

います。 

・日にち場所時間と内容が決まりましたら、必ず会長幹

事及び事務局にお知らせください。大野会長も私も、都

合がつく限り出席させていただきます。また、炉辺会合

はメーキャップの対象となる会合ですので、事務局への

連絡も忘れずにお願いいたします。案内については、

事務局から送付してもらうことも可能です。 

・炉辺に対するクラブからの補助ですが、各委員会に対

しての予算の中に、炉辺補助費が含まれております。

限られた予算ではありますが、有効に活用いただけれ

ばと思います。また炉辺終了後は、速やかに事務局へ

の報告をお願いいたします。特に出席者名は、メーキャ

ップの関係で重要となりますので、忘れずにお願いい

たします。ご不明な点がありましたら、私か事務局へお

問い合わせください。 

ロータリーの友 読み処紹介 

 
ロータリーの友 鴨田委員長 
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ポリオ撲滅の活動（ヨコ P７）、第２５７０地区前島修身ガバ

ナー紹介（ヨコ P２４）、卓話の泉から銀行のひみつ・認知

症は怖くない（タテ 16・17）の紹介 

委 員 会 方 針 

 

小林ＳＡＡ 

例会をより充実し楽しく魅力を感じ、出席率が高まる好循

環クラブを目標に例会運営を行います。 

 

 

クラブ奉仕グループ方針 石渡世話人 

50 周年記念大会を成功させ、また会員の親睦と融和を大

切にし、クラブ運営が明るく活気ある活動にしていきます。 

 

 
クラブ研修リーダー 黒田委員長 

会員全員が積極的に参加できるように研修プログラムを開

発し、クラブの良い点や問題点を考え、活気と多様性にあ

ふれるクラブ作りを目指します。 

 
ロータリー情報 小沢委員長 

出席率の高い活気ある例会を目指し、行田ＲＣの会員とし

ての自覚をもって頂けるよう説明をしてまいります。 

 

 
プログラム 鈴木（貴）委員長 

オリジナル例会では、メンバーの事業発展に寄与出来る

『経営シリーズ』の充実を計ります。 

 

 

出席奨励・スマイル 斎藤委員長 

「例会出席率 80%以上」・「スマイルＢＯX の利用度ＵＰ」の

二つを目標にいたします。 

 
クラブ会報 松岡委員長 
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より見やすく、皆様に楽しみにして頂けるような会報作りを

してまいります。 

 

 

健康管理・ゴルフ 新井（誠）委員長 

メンバーが心身ともに若さ保つため健康体操（長親体操）

の推進、また他団体との交流を含め、年 4 回のゴルフコン

ペを企画 

 

会員増強 大谷委員長 

純増５名という目標を５０周年記念式典前までには、達成

できるよう、皆様から情報を頂き活動して参ります。 

 

 

職業奉仕 稲垣委員長 

職業奉仕の理解を深めるために、仕事を通しての社会貢

献を実践している方々を卓話講師としてお招きし、職業奉

仕の心を理解して活躍している企業を訪問しさらに理解を

深めていきます。 

 

 

社会奉仕グループ 古沢世話人 

ロータリー希望の風プロジェクト支援、アイバンク登録１００

名達成 

スクールバンドフェスティバル後援、白河、桑名北、両ロー

タリークラブとの交流、城中ロータリークラブ３０周年式典

への参加、など明確な目標のもと進めてまいります。 

 

 

社会奉仕 南川副委員長 

「発達障害とは何か」を会員の皆様に知って頂く取り組み

を致します。 

 

国際・青少年奉仕グループ 碓井世話人 

創立以来クラブＲ１へ貢献してきたか、また青少年奉仕に

どの様に取り組んできたかを、３委員会共同で学んでゆき

ます。 
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世界社会奉仕 新井（健）委員長 

「さきたま古墳群」をターゲットに各クラブや委員会と連携

し世界遺産登録運動とユネスコ無形文化遺産の啓発事

業にも参加し親睦を深めてまいります。 

 

 

児童交流 岡田委員長 

感動と出会いの素晴らしさを子供たちが体験できるような

企画にしていきます。メンバーの積極的な参加をお願い

致します。 

 

 

５０周年実行 福島副委員長 

行田ロータリーの発展を祈念して５０周年記念事業、記念

式典、記念祝賀会、記念誌の発行を行います。 

2017年 4月 15日を素晴らしい日に！ 

 

 

出 席 状 況 報 告 

 

斎藤 浩二委員 

T 

A 

正会員数 

85 年規定承認者 

58 名 

16 名 

A 理事会欠席承認者  

P 本日の出席者 ３７名 

B 各承認者の例会出席者 ９名 

MU 本日のメーキャップ者 0 名 

本日の出席率 ７３％ 

 

ニ コ ニ コ 報 告 

 

○大野会員  

過日の参議員選では、大野もとひろが大変お世話になり

ました。ありがとうございます。 

○渡辺会員 

多忙な７月です。健康には十分注意して乗り切りましょう。

○小山会員 

会員の皆様、暑中御見舞い申上げます。 

○永島会員  

１０日までのご努力が実りまして、大野さんおめでとうござ

います。これからの日本の将来が明るい光が見えてきまし

た 

○諸貫会員 

大野、渡辺年度の船出、おめでとうございます。   

行田ＲＣ60有余のメンバーで担ぎ上げ、走りましょう。 

・行田ＲＣ50 周年おめでとう、黒渕、福島両委員長、お金

が足りなければ、皆が出すよ、安心してやんなさい。 

 

※本日のニコニコは 15，000円でした。 

ありがとうございました 


