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委員長：中島捷二／副委員長：境野登章
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クラブ会報委員会 

例会日：木曜日
　　　　午後12時30分開会
会　場：アドバンテスト
　　　　　　　行田クラブハウス

会長挨拶

　皆さんこんにちは。
　先週の第一回の例会には、沢山の方のご出席を頂
きまして、ありがとうございました。今週になって
も暑い日が続いております。お体に気をつけていた
だきたいと思います。
　このまま行きますと、今年は空梅雨のような気が
いたしますが、これから雨が沢山降って頂かないと、
本格的な夏が来たときに、水不足になってしまう気
がいたします。昨年はその心配も無かったようであ
りますが、今年は少し心配になります。
　昨年といいますと、今時分、私は循環器センター
で診察をして頂き99％結核であると言われておりま
した。第二例会の４大奉仕委員長の発表の時には、
なるべく面と向かって話さないようにしていた訳で
すが、まさかその後２ヶ月も外に出られなくなって
しまうとは思っていませんでした。
　昔から結核は女性がかかると、大変きれいな描写
で小説等に描かれておりました。少し前に読んだ堀
辰雄の「風立ちぬ」はまさにヒロインの結核という
病気を通して、主人公との心の葛藤やお互いの愛の
確認、日常生活の描写などが書かれており、大変感
動する内容でありました。
　お互いを思いやる心、常に相手をいたわる気持ち
が良く書かれており、本から伝わる日本人の心の優
しさが良く現れていたと思います。このような本を
沢山の方々に読んで頂ければ、また多くの本を児童
の皆さんにに読んでいただければ、ネットでの中傷

黒渕陽夫 会長

合戦の末の佐世保の児童殺傷の事件など起きなかっ
たのではないでしょうか。
　改めて100周年委員会の事業の大切さを痛感いたし
ました。
　さて先週お話しましたように「漢文を学ぶ」の第
二段を見てみました。
　「家書万金に抵る」と出ておりました。
　遠く離れた家族からの届く手紙は、莫大なお金に
も匹敵する。大変ありがたくうれしいものだ。と中
国８世紀の詩人、杜甫が呼んだ句だそうです。
　今の情報技術の発達した時代では、すぐそばにい
る様な感じで、瞬時に携帯電話やメールを使って話
が出来、便りが出せます。
　これをロータリーとして考えてみると、情報の共
有化に当たるのでは無いでしょうか。会員の方から
の御連絡、御意見は、今行田ロータリーではメール
を使って盛んに行き来しております。
　本年度はもっと情報を会員の方々に共有していた
だきたく、なるべく出席した事や、やった事を皆さ
んに出来るだけ報告して行きたいと思います。又ど
この委員会がどのような事を企画して、行っている
かを皆さんが知る事は、ロータリーそのものを理解
するうえで大切なことだと思います。
　各委員長さんには御面倒でもメール機能を有効に
お使い頂ければ幸いです。
　境野ＩＴ委員長の素晴らしいメールをご覧になっ
た方が多いと思いますが、昨年度の古沢出席奨励委
員長に負けないくらい皆様の心をつかんでしまった
ような気がします。是非頑張って続けて頂ければ、
あり難く感謝申し上げます。
　私の顔もあのくらいのフォーカス加減だと良い男
に写っていると思うのは、自分自身の大きな勘違い
かもしれません。メール機能についてもっと賢く利
用することがこれからのロータリーは必要かと思い
ます。
　地区でもＩＴ化について真剣に考えており、ネッ
トでの情報のやり取りを本年度中に確立していくつ
もりのようであります。今現在で事務局報告フォー
ムが作られており、出席報告、増強報告、新入会員
届けなどの用紙がダウンロードできるようになって
おります。これからもっと充実していくと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　（次頁へつづく）



当クラブの飯田会員のところでほとんど行われてお
るようですので、飯田会員にはご活躍をお願いいた
します。
　最後にニコニコの件について連絡しておきたいと
思います。第一回の理事会でも話題となって島崎幹
事からも皆さんにニコニコの考え方についてメール
等で、ご案内が行ったかと思いますが、本来ニコニ
コは、自分にとって、あるいは会員の皆さんにとっ
て喜ばしい（これはどこまでといった決まりはあり
ませんが）事があったときに、あるいはそれを見つ
けて、そのことに関してニコニコとニコニコボック
スにご寄贈いただくのが本来の趣旨ではないかと思
います。たとえば、ゴルフでバーディーが出たとか。
今日飲んだお茶に茶葉柱が立ったとか。子供が100点
を取ったとか。喜ばしいことを見つけて、その方の
判断でニコニコにご寄贈いただくことではないかと
思います。
　皆様方に強制するものではないことを、本年度は
実行していければと思います。
　では今日はこれで会長挨拶に致します。

　第一例会、無事に終了しました。どうもありがと
うございます。
★今年度前半の会費払込、今月１５日までです。
　お支払の方法は、振込み、口座振替、現金、等々
　ございますが、出来たら事務手続き簡素化の為、
　口座振替でお願い致します。
★来週の例会は、各委員長さんの発表。
　各委員長さん、宜しくお願い致します。
★理事の方、役員表をおいておきました。臨時理事
　会、１５日に行います。理事の方、宜しくお願い
　致します。受付けに、新しいロータリー手帳がお
　いてあります。
★年度計画書、記載漏れ。２４～２５ページ、３人
　のメンバーの記載漏れがあります。
　吉野さん、反町さん、武井さん。以上記載漏れを
　してしまいました。
　大変申し訳ありませんでした。
★当行田クラブから2570地区け出向するメンバーに
　橋田ガバナーより地区役員の委嘱状が届きました。
　諮問委員は小池英輔会員。財務委員はローターア
　クト委員長の小山博会員。第５グループガバナー
　補佐は諸貫健一会員。国際奉仕委員は福島伸悦会
　員。GSE委員は山田晃会員です。

幹事報告 島崎政敏 幹事

☆黒渕会長　本日４大奉仕委員長様ヨロシクお願

　　　　　　いいたします。

☆島崎幹事　猛暑の中、御出席ありがとうござい

　　　　　　ます。

☆内山会員　本年度クラブ奉仕委員長としてお世

　　　　　　話になります。

　　　　　　楽しいロータリーにしましょう。

☆永島会員　行田青年会議所の会員がＰＲの為、

　　　　　　お見えになりました。

☆小沢会員　黒渕会長、島崎幹事、今年の夏はゴ

　　　　　　ルフに力を入れて御指導お願いいた

　　　　　　します。

☆小池英輔会員　黒渕年度スタートを祝して。

☆小林会員　暑い日が続きますが体を御自愛下さ

　　　　　　い。

☆島田悦男会員　誕生祝有難うございます。

　　　　　　　　よろしくお願いいたします。

☆武井会員　初めての司会をやらせていただきま

　　　　　　す。

☆福島会員　例会場でのコーヒーのセルフサービ

　　　　　　スは大変良いと思います。　

☆古沢勇治会員　本日職業奉仕、方針発表でお世

　　　　　　　　話になります。　

☆宮内会員　黒渕会長、島崎幹事、スタートの第

　　　　　　一回に所要で出席できず申し訳あり

　　　　　　ませんでした。

　　　　　　今年度の発展祈念いたします。

☆山本憲作会員　ガンバツテ下さい。

☆渡辺会員　100周年記念第二回行田ロータリー

　　　　　　文庫図書寄贈オープニングよろしく

　　　　　　お願いいたします。

☆四大奉仕委員長ご苦労様です。

　稲垣会員、植田会員、岡田会員

☆小島会員　年度計画書１７ページ会員名簿訂正

　　　　　　させていただきました。

☆４大奉仕委員長ご苦労さまです。

　斉藤会員、境野会員、鈴木会員、武田会員

　田山会員、中島会員、長島隆行会員、持田会員

　大島会員、廣川会員、江袋会員

 

本日のニコニコに、２９名の会員よりいただきま

した。

ニ コ ニ コ 報 告

合計￥４３０００

正会員数　　　７３名
出席免除者　　１２名
本日の出席者　４０名

内義務規定出席者　　８名
メークアップ　　　　１名
出席率　　　５６．１６％

出席報告



委員長挨拶

　「ロータリーとは人道的な奉仕を行い、あらゆる
職業に於いて高度の道徳的基準を守ることを奨励し、
かつ、世界に於ける親善と平和の確率に寄与するこ
とを目指した実業人及び専門職業人が世界的に結び
あった団体である。」
　この文言は1976～77年度国際ロータリー理事会で
採択されたロータリーの定義である。
　ロータリー会員としての義務は、会費の納入、例
会の出席、ロータリー情報誌の購読、です。この義
務さえ果たしていれば会員としての資格は確保され
ます。
　しかし、本当にこれだけで良いのでしょうか？
大きな疑問です。
　本年度のクラブ奉仕は３名の会員増員、親睦の充
実、外に向けての広報活動等、黒渕会長の年度計画
目標を達成していくのは勿論ですが、会員同士の親
睦、ロータリーの友情を深める企画を十分取り入れ
た活動をしてまいります。
　クラブ奉仕部門の各委員長より報告がありますが、
１年間「元気に・明るく・楽しく」を実践してまい
ります。

クラブ奉仕委員会 内山委員長

職業奉仕委員会　古沢委員長

　皆様、今日は！　今年度職業奉仕委員長を仰せつ
かりました古沢勇治でございます。小委員会の職業
情報委員会、ＩＴ委員会ともども、この一年宜しく
お願い申し上げます。
　職業奉仕はロータリーの金看板といわれておりま
す。それは他の団体にはないロータリー特有の奉仕
分野であり、またいつでも、誰でも出来るもので、
いってみればロータリアンの生活の規範をなすもの
ということが出来ます。職業奉仕は「職業を通じて
社会に奉仕する」と定義されていますが、もっと分
かりやすく言うと、各ロータリアンの職業そのもの
で奉仕をするということであります。したがってそ
の奉仕活動は、利潤を追求する行為、すなわち職業
ということですが、その職業の中に育まれるもので
なければなりません。つまり無料奉仕や極端な割引
行為というものは職業奉仕には入りません。これは
むしろ職業に関連した社会奉仕だと思います。

社会奉仕委員会　稲垣功一委員長

　それでは自分たちの職業を通じて奉仕するという
ことは、具体的にどのようなことで、また何をやっ
たら職業奉仕なのか？　そのへんの職業奉仕の分か
りにくさ、むずかしさを皆様、特に新人の方とご一
緒に勉強する一年にしたいと思います。
　また職業は人間が社会生活を営むために絶対に必
要な分業であり、そしてその報酬として利潤が与え
られます。従ってそこには当然職業人としての責任
と誇りが生まれくるはずです。
　職業奉仕の理念は正にここにあり、この責任と誇
りを堅持するためのチェックポイントを示したもの
が「四つのテスト」という訳です。ひとつ実例を挙
げれば、今、世間を騒がしている三菱自動車関連の
クルマの欠陥隠しがあります。
　真実かどうか？
　みんなに公平か？
　好意と友情を深めるか？
　みんなのためになるかどうか？
　どうでしょうか。ひとつとして四つのテストに該
当しません。こんな会社が繁栄するはずはないので
す。従いまして当委員会と致しましては、この四つ
のテストを皆様に実際に使ってのいただく為の、活
用の推進をしてまいりたいと思います。
　また、何をやったら職業奉仕なのかということで、
職業奉仕の事例紹介、その他、勉強の為の、会員の
職業分類卓話や事業所等の見学、あるいは業界の専
門家や成功者の講話など、職業情報委員会と連携の
もとに推進し、またＩＴ委員会が目指します、行田
ロータリークラブのホームページの充実化にも最大
限の協力をして参りたいと思います。
　この一年間を勉強の年と位置づけ、一生懸命努力
して参りたいと思っておりますので、各委員長をは
じめ、会員の皆様の御協力を宜しくお願い申し上げ
ます。　<(_ _)>

　ロータリークラブにおいて社会奉仕とは、ロータ
リアンのすべてがその個人生活、事業生活、及び社
会生活に奉仕の理想を適用する事を奨励し育成する
ことであるといわれています。当委員会でも、奉仕
の理想をめざし、明大マンドリンや故郷を知る集い
等で得た奉仕の理想を活かし社会奉仕活動に積極的
に取組みたいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　（次頁へつづく）



　　　　　　　　　　　７月28日、行田ロータリー

　　　　　　　　　　文庫、第２回寄贈図書、オー

　　　　　　　　　　プニング開催の発表がありま

　　　　　　　　　　した。

　　　　　　　　　　　例会扱いとなります。どう

　　　　　　　　　　ぞ宜しくお願い致します。

　　　　　　　　　　　当日は、読み聞かせの実演

　　　　　　　　　　を行います。

　　　　　　　　　　　なお、「図書館に行けば、

　　　　　　　　　　とってもいい本がある」と、

お母さんたちにはとっても評判になりつつあります。

委員会報告

100周年実行委員会 渡辺委員長

　マスコミで騒がれております、成長し続ける為
に変革の心を持とう。
　明るい豊かな街づくり。をモットーとしており
ます。

青年会議所 永島副理事長

　又、環境保全委員会、音楽文化委員会の委員会活
動がスムーズに活動できるように協力したいと思い
ますので会員の皆様の御指導、御協力を御願い致し
ます。

会員選考　木村委員長

ロータリー情報委員会　湯本委員長

　黒渕年度、頑張ります。先ほど話がありました通
り、３名の追加と退会者をなくす。６～７名の新入
会員の増強をめざす。あまり厳しい事はいいません。
推薦者がこれはと思えば、会員選考を考えておりま
す。皆様のご協力をお願い致します。

　昨年会長でお世話になりました。今年度の方針は
本に書きました通りです。
　地区の事も、メールにて取り入れてもらってもい
いのではと思います。
　情報委員会に関しましては、ＩＴ機器を使って皆
様ごとに取り込んでもらっては如何でしょうか。
　メールを使って、今年度も頑張っていきたいと思
います。

「我らの生業」を斉唱


