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八潮みらいロータリークラブ
創立五周年記念誌

2016-2017年度
国際ロータリー第2770地区 第9グループ



( 春 日 部 西 Ｒ Ｃ )

( 吉 川 Ｒ Ｃ )

( 春 日 部 西 Ｒ Ｃ )

２５名

２４名

６１.０４歳

２４名

０名

会員数

名誉会員

八潮みらいロータリークラブ概要

創立年月日 ２０１２年２月２３日

設立認証年月日 １９９４年６月６日

合併認証年月日 ２０１２年２月２３日

認証番号 日本サービスセンター　３０２１２番

Ｒ Ｉ 第２７７０地区

認　　証　　状

創立時ガバナー 三　  國　　　  　明

正会員

５５．１５歳

平均年齢

創立時平均年齢

設立認証時ガバナー 藤　  田　　亘　  弘

合併認証時ガバナー 三　  國　　  　　明

区域 八 潮 市 全 域 並 び に 周 辺 区 域

創立会員数

( 2017年2月23日現在 )



( 吉 川 Ｒ Ｃ )

( 八 潮 Ｒ Ｃ )

３１名

( 八 潮 Ｒ Ｃ )

( 八 潮 Ｅ Ｒ Ｃ )

３３名

( 鴻 巣 水 曜 Ｒ Ｃ )

( 草 加 中 央 Ｒ Ｃ )

２１名

八潮イブニングロータリークラブ

創立時ガバナー 田　中　　作　次

創立時特別代表

八潮シティロータリークラブ概要

認証番号

Ｒ Ｉ 第２７７０地区

木　村　　昭　吉

創立会員数

日本サービスセンター　３０２１２番

スポンサークラブ 八潮ロータリークラブ

創立時ガバナー 藤　田　　亘　弘

合併前クラブ概要

創立年月日 １９９４年６月２日

認証年月日 １９９４年６月６日

八潮中央ロータリークラブ概要

創立時ガバナー 津　田　　健　三

２００２年６月１９日

日本サービスセンター　５９０１１番

創立年月日

認証年月日

認証番号

Ｒ Ｉ 第２７７０地区

スポンサークラブ 草加中央ロータリークラブ

２００２年６月１２日

草加２１ロータリークラブ概要

初代会長 木　村　　昌　義

創立年月日 １９９５年５月９日

認証年月日 １９９５年５月１７日

日本サービスセンター　３０７７５番

Ｒ Ｉ 第２７７０地区

創立時特別代表 成　本　　富　夫

初代会長 坂　下　　　　登

創立会員数

認証番号

スポンサークラブ

創立時特別代表 結　城　　憲　昭

初代会長 山　口　　　　優

創立会員数



司会 市川　英敏

八潮みらいRC会長 坪田　祐貴

八潮みらいRC 木村真一郎

八潮みらいRC 髙橋　洋一

八潮みらいRC 髙橋　洋一

八潮みらいRC 加藤　　修

八潮みらいRC会長 坪田　祐貴

実行委員長 石塚　恭央

八潮みらいRC会長 坪田　祐貴

八潮市長 大山　　忍

第2770地区ガバナー 浅水　尚伸

2012-2013年度
国際ロータリー会長

八潮みらいRC 市川　英敏

八潮みらいRC 伊藤　祐嗣

八潮みらいRC会長 坪田　祐貴

第一部

創立五周年記念式典

田中　作次

点鐘

国歌斉唱

ロータリーソング
『 奉仕の理想 』

ロータリの目的

歓迎の言葉

ＤＶＤ放映

八潮みらいRC会長 坪田　祐貴

来賓祝辞

八潮みらいRC 木村真一郎

祝電披露

閉会の言葉

点鐘

四つのテスト

お客様紹介

開会の言葉

クラブ五年の歩み発表
及び会員紹介

記念事業発表並びに贈呈

会長挨拶



司会 平良　嘉浩

女優・東京恵比寿ＲＣ 司　葉子 様

司会 髙橋　洋一

八潮みらいRC 金杉光左生

2011-2012年度
第2770地区ガバナー

第9Gガバナー補佐 北川　賢一

小柳　孝一

市川　英敏

八潮みらいRC副会長 大月　正雄

祝宴

第二部

記念講演

『 ロータリーと私 』

第三部

閉宴の言葉

乾杯　

開宴の言葉

八潮みらいRC

浅草の振袖さん踊り

ロータリーソング
『 手に手つないで 』

三國　　明祝辞



会　長　  坪田　祐貴

　
本日は、八潮みらいロータリークラブ五周年記念式典を
開催するにあたり、ご多用中にもかかわらず、八潮市長
大山忍様をはじめ、かくも大勢のご来賓の皆様、そして
浅水尚伸ガバナーをはじめとする地区内外のロータリアン
の皆様のご臨席を賜り、クラブの会長として、心より厚く
御礼申し上げます。
倦まず、弛まず、続けてやってゆく、すると、やがて
弱々しいものが強くなり、粗末なものが立派になり、
未熟なものが円熟に近づいていく。続ける事は容易では
ない。石の上にも三年。
そして、八潮みらいロータリークラブは皆様方のお陰で、
この日を迎える事が出来ました事を会員一同、心より
感謝申し上げます。
今後、会員一丸となって、ロータリー精神に則った理念の
元、奉仕活動を実践出来る様、尚一層の努力を重ねて参る
所存でございますので、本日ご臨席を賜りました皆様方の
ご指導、ご鞭撻を切にお願い申し上げまして、会長の挨拶
とさせて頂きます。

ご   挨   拶

八潮みらいロータリークラブ



　　石　塚　　恭　央

歓迎の言葉

八潮みらいロータリークラブ
創立五周年記念式典実行委員長

　
本日は、八潮みらいロータリークラブ創立五周年記念式典
に際しまして、公私ともに御多用の中、ご来賓の方々を
始め、ロータリアンの皆様多数の方々に格別の御配慮を
賜り、このような式典が出来ます事を心より感謝申し上げ
ます。
八潮みらいロータリークラブは2012年2月23日、国際
ロータリーより認証を受けてから5年間、「八潮市中学生
音楽フェスティバル」、やしお市民まつりにおける
「ポリオ撲滅キャンペーン」、「ケアセンター八潮への
慰問」「少年野球大会の開催」など、地域の皆様に心から
喜んで頂けるための奉仕活動を行ってきました。
そして、これからもロータリー精神に則った理念を実践
するべく、本日を新しい出発点とし、日々の奉仕活動を
行い、今後の10年、20年に向って、誠心誠意努力して
参ります。
最後になりましたが、今回の記念式典開催に当たり、
歴代会長を始めとする会員各位と、今日までご指導
いただきましたすべての皆様に、心より感謝申し上げます
とともに、本日お集まり頂きました皆様方の益々のご発展
とご健勝を申し上げ、歓迎のことばとさせて頂きます。
本日は誠にありがとうございます。



2750地区　地区アドバイザー

1995年11月 東京恵比寿ロータリークラブ入会

チャーターメンバー

1995-1998年 クラブ女性委員長

2000-2001年 東京恵比寿ロータリークラブ会長

2001-2003年 2750地区　初代広報委員長

2006-2010年 ＲＩ公共イメージ支援コーディネーター

2007-2008年 2750地区　情報委員長

　
司　葉子 氏  プロフィール
あああああああ（ロータリー歴）

2011-2012年 2750地区　アドバイザー

2013-2014年 2750地区　地区増強拡大委員長

2015-2016年



八潮みらいロータリークラブ
五周年の歩み



八潮みらいロータリークラブ五周年の歩み

旧 八潮中央ロータリークラブ、八潮シティロータリークラブ、草加２１ロータ

リークラブが２０１２年２月２３日に国際ロータリーより合併認証され、新生、

八潮みらいロータリークラブが会員２６名でスタート致しました。   

八潮みらいロータリークラブの名称は、未来に大いに羽ばたくという、会員全員

の気持ちを込めて命名しました。

創立時初代会長は、加藤修会長、第２７７０地区ガバナーが、三國明ガバナー

であり、２０１２年 2 月２３日から２０１２年 ６月３０日までの４か月の期間

でした。

本格的な活動を開始したのは、２０１２年７月からの２０１２-２０１３年度で

あり、会員全員で引き続き、加藤修会長にお願いをし、『 思いやりのこころを

持とう 』 のクラブテーマの元、お互いの会員の親睦と増強を胸にスタートし

ました。                                                  

お互いの会員の親睦を図った事が、大いに会員同士の纏まりに繋がり、その事が

５名の会員増強に繋がりました。

２０１３-２０１４年度、伊藤祐嗣会長テーマ『 みんな一緒に、いつも楽しく 』

の元、クラブ奉仕活動事業を通じての会員 自身の奉仕の場として行きました。



特に国際奉仕事業に於いて、ミャンマーに７名で訪問し、現地の医療機関や子供

達に大変感謝されました。

２０１４-２０１５年度、平良嘉浩会長テーマ『 語り合おうロータリー 』の元、

旧３クラブの奉仕事業としていた、八潮市中学生音楽フェスティバル、少年野球

大会の開催、八潮市民まつりに於けるミニＳＬ乗車会、ケアセンター慰問の事業

の更なる交流を図りました。

２０１５-２０１６年度、市川英敏会長テーマ『 ロータリーを学ぼう 』 の元、

会員自身のロータリー知識の更なる蓄積を、会長自ら Ｒ . Ｌ . Ｉ に参加実践し、

会員を鼓舞しました。

２０１６‐２０１７年度、坪田祐貴会長テーマ『 一つの身近な奉仕から 人類

への奉仕へ 』に繋がり、本年度のロータリー 活動の源になっています。

各年度を通じて、八潮市中学生音楽フェスティバルの開催、少年野球大会の  

開催、八潮市民まつりでのミニＳＬ乗車会、ケアセンター慰問、ミヤンマー、  

フィリピンの視察などを継続し、現在に至っております。

今後、八潮みらいロータリークラブの名に恥じないよう、会員一同充実したロー

タリー活動を展開していく所存でございますので、更なるご指導、ご鞭撻を  

お願い申し上げ、創立５年の歩みの報告とさせて頂きます。



八潮みらいロータリークラブ
創立五周年記念式典メモリアル



創立五周年記念式典



創立五周年記念式典



創立五周年記念式典



創立五周年記念式典　講演会



創立五周年記念式典　祝宴



創立五周年記念式典　祝宴



八潮みらいロータリークラブ
2017年2月26日

創立五周年記念式典

創立五周年記念式典



　

ご来賓 第2750地区

八潮市長 大山　　忍 東京恵比寿ＲＣ 司　　葉子

埼玉県議会議員 宇田川幸夫 小林比奈子

八潮市議会議長 服部　清二 東京恵比寿ＲＣ 梅田　悦生

八潮市教育長 石黒　　貢

八潮市商工会会長 古庄　正登 第2570地区

朝霞ＲＣ幹事 大畑　　茂

ロータリーご来賓

2012-2013年度 第2770地区
国際ロータリー会長 第7グループ

2016-2017年度 ガバナー 浅水　尚伸 久喜ＲＣ会長 倉持　政宏

1999-2000年度 ガバナー 吉田　豊治 第8グループ

2003-2004年度 ガバナー 田村　亮夫 越谷ＲＣ会長 山田二三夫

2005-2006年度 ガバナー 森田　武司 越谷北ＲＣ会長 松井　昭夫

2009-2010年度 ガバナー 大塚　信郎 越谷東ＲＣ直前会長 大内　一幸

2010-2011年度 ガバナー 井橋　吉一 越谷東ＲＣ直前幹事 加藤　盛也

2011-2012年度 ガバナー 三國　　明 第9グループ

2012-2013年度 ガバナー 田中徳兵衛 八潮ＲＣ会長 坂入　義完

2013-2014年度 ガバナー 渡邊　和良 八潮ＲＣ幹事 佐藤　智久

2015-2016年度 ガバナー 井原　　實 八潮ＲＣ 磯貝　九万

2016-2017年度 ガバナーエレクト 大貫　　等 八潮ＲＣ 大山　佳伸

第8グループガバナー補佐 小林　　操 八潮ＲＣ 恩田勇次郎

第9グループガバナー補佐 北川　賢一 八潮ＲＣ 岡本　　壽

広報部門委員長 梶間　順子 八潮ＲＣ 小澤　正美

会員増強維持部門委員長 中里　静博 八潮ＲＣ 金杉　　豊

国際奉仕部門委員長 小山　寿行 八潮ＲＣ 川澄　吉夫

ロータリー財団部門委員長 宮崎　敏博 八潮ＲＣ 熊田　弘信

米山記念奨学部門委員長 栗原　偉憲 八潮ＲＣ 齋藤　　勝

学友部門委員長 名古谷　誠 八潮ＲＣ 杉村　幹夫

国際ロータリー第2770地区幹事 染谷　宗一 八潮ＲＣ 瀬田　秀樹

2010-2011年度 地区幹事 中島美三郎 八潮ＲＣ 関　　信行

2011-2012年度 地区幹事 鶴見　　裕 八潮ＲＣ 種家　寿雄

八潮ＲＣ 髙橋　　裕

八潮ＲＣ 髙橋　倫代

八潮ＲＣ 沼澤　明夫

八潮ＲＣ 広岡　久夫

八潮ＲＣ 布施　雅章

八潮ＲＣ 水野　　壽

ご登録者名簿（敬称略）

田中　作次



第2770地区

第9グループ 草加松原ＲＣ会長 長谷部健一

八潮イブニングＲＣ会長 池永　幸生 草加松原ＲＣ幹事 木村　博行

八潮イブニングＲＣ幹事 齋藤　文博 草加松原ＲＣ 会田小弥太

八潮イブニングＲＣ 渥美　寛之 草加松原ＲＣ 飯山　英彦

八潮イブニングＲＣ 藤波　達也 草加松原ＲＣ 川井　大輔

八潮イブニングＲＣ 羽毛　　太 草加松原ＲＣ 河井　孝夫

八潮イブニングＲＣ 原田　宰臣 草加松原ＲＣ 風間　利高

八潮イブニングＲＣ 昼間　善次 草加松原ＲＣ 鈴木　秀世

八潮イブニングＲＣ 小早川俊雄 草加松原ＲＣ 瀬戸健一郎

八潮イブニングＲＣ 小林　洋一 草加松原ＲＣ 髙橋　昌夫

八潮イブニングＲＣ 黒田　健一 草加松原ＲＣ 田中　和郎

八潮イブニングＲＣ 丸山　吉則 草加松原ＲＣ 富永　　悟

八潮イブニングＲＣ 益田　哲慎 草加松原ＲＣ 牛山　信康

八潮イブニングＲＣ 中川　悦宏 草加松原ＲＣ 加藤　芳隆

八潮イブニングＲＣ 太田　周蔵 草加松原ＲＣ 大塚　嘉一

八潮イブニングＲＣ 大山　安司 草加松原ＲＣ 中村　孝明

八潮イブニングＲＣ 小倉　英行 草加松原ＲＣ 渡辺美和子

八潮イブニングＲＣ 尾上　春海 草加松原ＲＣ 加藤　修三

八潮イブニングＲＣ 三枝　泰英 草加松原ＲＣ 佐々木一男

八潮イブニングＲＣ 柴　　信次 草加松原ＲＣ 田川　富一

八潮イブニングＲＣ 白岩　輝幸 第10グループ

八潮イブニングＲＣ 清水　　旭 吉川ＲＣ会長 根本　定一

八潮イブニングＲＣ 髙橋　哲也 吉川ＲＣ幹事 尾ケ井　實

八潮イブニングＲＣ 豊田　健之 吉川ＲＣ 邨田　　茂

八潮イブニングＲＣ 吉野　忠彦

三郷中央ＲＣ会長 吉田　榮一

草加中央ＲＣ会長 須永　賢治 三郷中央ＲＣ幹事 浅賀　紀一

草加中央ＲＣ会長代理 丹羽　義昭 三郷中央ＲＣ 宮田　　博

草加中央ＲＣ幹事 百瀬　　皓 三郷中央ＲＣ 田中　欣一

三郷中央ＲＣ 小野寺　隆

三郷中央ＲＣ 清水　浩子

三郷中央ＲＣ 伊藤　　隆

三郷ウェンズディＲＣ会長 折谷　秀郎

三郷ウェンズディＲＣ幹事 油原　正義

松伏ＲＣ 大塚　節子

松伏ＲＣ 若盛　圭恵

ご登録者名簿（敬称略）



八潮みらいロータリークラブ
会員名簿



会　　　員 会員令夫人

雨甲斐　隆 雨甲斐　信子

本多　重康 本多　恵子

本間　　守 本間　育子

市川　英敏 市川　弘美

石塚　恭央 石塚　エミ

伊藤　祐嗣 伊藤　眞智子　

金杉　光左生 金杉　佳美

加藤　　修 加藤　一江

木村　真一郎 木村　絹子

小林　利雄 小林　恵子

小池　史郎 小池　裕子　

小柳　孝一 小柳　豊香

増田　　博 増田　由美



会　　　員 会員令夫人

宮内　弘好 宮内　真理子

小越　朋樹 小越　雅代

大島　　勝

大月　正雄 大月　尚子

朴　　昞吾 金　　美英

平良　嘉浩 平良　京子

髙橋　洋一 髙橋　有佳

坪田　祐貴 坪田　智子

槌田　幸洋 槌田　真理子

辻本　昭夫 辻本　禎子

山中　正智



会　　　員 会員令夫人



The Rotary Club of Yashio Mirai

創立五周年記念式典
平成２９年２月２６日　日曜日

浅草ビューホテル


