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第2139回 　　　例　会　　　　（2009年12月3日）

2009-2010 国際ロータリーテーマ

「ロータリーの未来は
あなたの手の中に」

第 二 十 一 回　例会　　行田ロータリークラブ 年次総会
★ 点鐘

★
国歌斉唱
ロータリーソング斉唱　第1週　奉仕の理想

★ 四つのテスト唱和

★ 来訪者紹介 ....冨田 久雄会長

★ 会長報告　 .....冨田 久雄会長

★ 結婚・誕生祝い

★ 幹事報告　 .....持田 朋春幹事

★ 委員会報告

★ 本日の卓話

★ 謝辞　　　　　　　冨田　久雄会長

★ 出席・スマイル報告

★ 点鐘

★ 来訪者紹介

★　冨田 久雄会長

桑名北ロータリークラブより服部様　

そして留学生の、イザベラさんです。

★ 会長報告 ★　冨田 久雄会長

皆様、こんにちは、会長報告を申し上げます、早いものでもう１２月、師走であります。年末に向かい寒い時期です。

お体に充分ご自愛なされ年末を乗り切っていきましょう。私の地元の埼玉中学校では、新型インフルエンザにより

一年生が学年閉鎖となっているようです。そして今年12月10日に予定していました小学生芸術劇場も、

インフルエンザの危険から中止になりました。誠に残念でありますが、ご理解をお願い致します。

それでは最初に、本日久しぶりに参加してくれましたイザベラさんについて近況をお話致します。

12月1日より小山パスト会長宅にてお世話になっております。そして8日から修学旅行だそうです。今日は12月分と

旅行のお小遣いをお渡し致します。次に報告でありますが、28日土曜日は今期二回目の第2570地区会員増強

セミナーに参加して参りました。嵐山町の国立女性会館で行われました。当クラブの諸貫パスト会長が、

地区の会員増強副委員長あります。当日も司会進行役と言う事で、大活躍でございました、誠にお疲れ様でした。

会員増強成功事例発表と言う事で、6名の方々より報告がありました。現在の経済環境においては会員を増やすことは

非常に困難であると思っていましたが、やはり頑張っているクラブはそれなりに増えております。

2570地区全体では、今期45名の新会員か誕生したそうであります。そして、熊谷ロータリークラブの会員増強委員長

から発表があり、今期もうすでに40名をピックアップして、25名の方とお会いして入会をお勧めしたそうです。

～会長報告 次のページへ続く～



～会長報告 前のページより続き～

そして4名の方が入会なされたそうです。今期の目標は純増８名だそうです。すごい熱意と行動力を感じました。

当行田ロータリーも、地区で言われている純増一名にするには9名の入会が必要です。少しでも目標に近づけるよう、

委員長とこころを一つにして後半頑張って行きたいと考えております。皆様もぜひご紹介をよろしくお願い申し上げます。

最後に今期メイン事業であります、文化講演会に関して特別委員会の事に付いてご報告申し上げます。

山本委員長を中心にすでに6回の炉辺会合を重ねて頂きまして、かなり準備が整ったようでござます。

詳細につきましては、また後日委員長からご報告とお願いがあると思います。

本日はポスターが出来上がりましたので、ここにご紹介致します。これから参加者の募集に力を注いでいきます。

ご協力をよろしくお願い申し上げます。なお、本日は年次総会となっております。新役員・理事さんの選出です。

皆様のご協力を重ねてお願い致しまして、本日の会長報告とさせて頂きます。ありがとうございました。

　　★イザベラさんよりご挨拶

日本に来て3ヶ月になりました。

毎日、とても楽しく過ごしています。

皆さん、どうぞ宜しくお願い致します。

★ 結婚・誕生祝い　　　　　　　代表して、坂田幸彦会員にご挨拶を頂戴致します。

私は誕生日も結婚式も、12月です。ですから毎年12月になると、今年1年どうだったかな？来年はどうかなと考えます。

本日は、結婚誕生祝いありがとうございました。

★ 幹事報告 　★ 持田 朋春幹事

皆様こんにちは。本日は、行田ロータリークラブ年次総会になります。

次年度蔭山会長エレクト・次次年度会長ノミニーよろしくお願いします。

また、姉妹クラブ桑名北ロータリークラブよりメーキャップ有難うございます。

ようこそ行田ロータリークラブへ、歓迎いたします。それでは12月定例理事会の

承認事項を報告いたします。

１）先週は、国際ロータリー2570地区第5グループのI・Mでした。

...行田さくらロータリークラブがホストクラブとして加藤玄静ガバナー・

...細井ガバナー補佐を迎えて、無事に終了できましたことを、改めて御礼申し

...上げます。着ぐるみまで着ることができて楽しむ事ができました。

...有難うございました。多いにクラブ同志の友好を深めることができたと思います。

２）12月1月プログラムが承認されました。メール・ＦＡＸ等でお知らせします。

３）行田市施行６０周年記念第九演奏会。大変すばらしい演奏会でした。

...出演者の諸貫会員そして黒渕会員ご苦労さま。産業文化会館満員御礼でした。

４）来週12月10日（木）の例会は、小学生芸術劇場でしたがインフルエンザの流行に伴い残念ながら中止となりました。

...出演者や関係者のかたがたに大変ご心配をおかけ致しました事をお詫び申し上げます。急遽職業奉仕委員会より

...渡辺栄一パスト会長に卓話をお願いしておりますので、お楽しみにしてください。



★ 委員会報告

雑誌委員会　諸貫健一委員長

ロータリーの友 読み処紹介
今日は何の日でしょう。そう、秩父の夜祭りの日です。

皆様のお手元の「ロータリーの友」の表紙は、

このお祭りの写真となっています。

地区大会が開かれたところの内容も載っています。

これは参考になると思います。ぜひ見ておいて下さい。

～～～以下略～～～

★桑名北ロータリークラブ　服部様

今回、私どものクラブの山本と来ました。彼は体調が良くな

い状態で出て来たのですが、大宮までどうしても体調が

優れず、残念ではありますが帰りました。

皆さんに宜しくお伝えしてくれとの事です。

さて思い起こせば4年になりますか。私がロータリーの会長

になる時からでしたが、今までに5回程お邪魔させて頂きま

した。行田さんがとても近く感じております。

皆さん、ありがとうございました。

★親睦委員会　小島一男委員長

12月17日に、クリスマス例会が行われます。

12月10日迄に、会費の納入をお願いします。

会員の方は5,000円で、奥様方は3,000円です。

★ 行田ロータリークラブ 年次総会 卓話者 次年度蔭山好信会長エレクト
次々年度武田和則会長ノミニー

●会長ノミニー　武田和則会員

皆様、次々年度会長に私を任命して頂きありがとうござい

ます。皆様にはお願いする事も多々あると思いますが、

どうぞ宜しくお願い致します。

簡単ではございますが、皆様に御礼を述べさせて頂き、

挨拶と代えさせて頂きます。

●会長エレクト　蔭山好信会員

45代目の会長に就任する事になりました。

どうぞ宜しくお願いします。

私は1982年10月に入会しました。いまだにロータリーと

言う物が多分にわからないところがあります。

或いは、ロータリーは単純なのに私が深読みしているのだ

ろうかと思ったりもします。次年度はクラブフォーラムの

時間をたくさん設けたいと思っています。

～会長エレクト卓話 次のページへ続く～



～会長エレクト卓話 前のページより続き～

そしてより一層親密に分かり合えたら良いとも思っています。会員卓話の機会も多く持ちたいとも思っています。

委員長の推薦はこれから行いますが、入会年度の浅い会員に委員長をお願いしたいと思います。

そして副委員長には、ベテランの方にお願いしたいと思います。

事業に関しては、書き損じの葉書を行田市内全体から集めたいと思います。

その収益についてですが、行田市のためになる事に、お金を使いたいと思います。

例をあげるなら、子供の教育等に使っていきたいと思います。

行田市の各種団体に、行田ロータリークラブとはこう言う事をやっているんだと言う事を、知って頂きたいと思います。

★ 謝辞　　　冨田 久雄会長

まだ時間がありますので、蔭山会員に激励の言葉が

あったらお願いしたいと思います。

●諸貫健一会員

私は蔭山会員と同じ地区に住んでいます。

私は会計を7年やりました。蔭山さん、入会年数を

言いましたが、かなり若い頃から入会しているんですね。

青年会議所に入っている年代の時から、ロータリークラブに

入っているんですね。今現在行田市の顧問弁護士ですよね

。仕事に差しさわりのない程度に、ロータリーに頑張って頂

けたらと思います。

●小林一好次年度副会長

大変責任が重いです。蔭山会員は、弁護士でございます。

例会に来れない時等あるでしょうが、

私が代わりに行う事になるわけですよね。

★財団・米山委員会　小池利昌委員長

先日皆さんに１万円のご寄付をとお願いしました。

今年度、このお話はなかったと言う事になりました。



★ 出席・スマイル報告

★ 出席状況報告...............................................　　　　　武井茂委員長

T ・ 正 会 員 数 55名

A ・ 85年規定承認者 14名

A ・ 理事会欠席承認者 1名

P ・ 本 日 の 出 席 者 31名

B ・ 各承認者の例会出席者 6名

MU ・ 本日のメーキャップ者 3名

本 日 の 出 席 率 73.91％

★ にこにこ報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　武井茂委員長

● 服部倫康様 桑名北ロータリークラブ

● 冨田会長 桑名北ＲＣ服部倫康様、行田へようこそ。

● 冨田会長 本日、年次総会です。皆様よろしくお願いします。

● 持田幹事 行田ＲＣ年次総会よろしくお願いします。桑名北ＲＣ服部様、ようこそ行田ＲＣへ歓迎致します。

● 碓井会員 けっこん祝旅行楽しかったです。

● 内山会員 服部様ようこそ行田ＲＣへ、桑名北の皆様に行田も元気でやっていたとお伝え下さい。

● 小澤会員 服部様本日はようこそ、ゴルフ楽しみにしております。

● 蔭山会員 服部さんようこそ

● 小池(英)会員 桑名ＲＣ服部様ようこそ、歓迎いたします。

● 小池(利)会員 桑名北ロータリー服部会員、ようこそ行田へ。

● 小林会員
服部様ようこそ行田へ、いつも温かいお心づかいいただき心よりお礼申し上げます。
桑名北ＲＣと行田ＲＣの益々の交流をお願いします。

● 小山会員 １２/１からイザベラメグミさんは当家に参りました。皆様何卒よろしくお願い致します。

● 小山会員 行田市民にとって行田ＲＣはなくてはならない団体となるよう頑張って。本気で応援いたします。

● 小山会員 桑名ＲＣの服部（はっとり）さん、ようこそお出で下さいました。心から歓迎いたします。

● 坂本会員 誕生祝ありがとうございます。

● 清水(治)会員 服部様本日は遠方より御苦労様です。

● 鈴木(貴)会員 だいぶ寒くなってきました。インフルエンザで子供達の学校もへいさです。やっぱりうがいですね。

● 中島会員
御免なさい、小生増上慢をおこし入会させて頂いたと言う初心を忘却して居りました。
御勘弁頂き、御指導の程

● 武笠会員 蔭山会員、武田会員卓話御苦労様です。

● 諸貫会員
１１月２９日（日）に行田市制６０周年記念の行事として、ベートーベンの第九の第4楽章を私と
黒渕君の２人で合唱に参加致しました。
初めに市歌と蓮の歌を歌ったせいか市長が前後２回見えられました。

● 湯本会員 三重 桑名北ロータリーより服部様、ようこそ行田へ。

● 渡辺会員 新役員の選出おめでとうございます。ぜひ、使命感を以って役責を全うされるようお願いします。

● 小島会員 桑名北ロータリークラブ服部様ようこそ行田へ、歓迎いたします。

● 以下同文
境野会員、坂田会員、小椋会員、鴨田会員、柿沼会員

稲垣会員、阿部会員、武田会員、小菅会員、橋本会員、武井会員

● 本日のニコニコ　48,000円 頂きました。ありがとうございました。（順不同にて報告しました。）

★ 点鐘
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