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会長挨拶 黒渕陽夫 会長

　皆様今日は。
　前回の例会は、はじめての通常例会方式による夜
間例会を開催いたしましたが、如何でしたでしょう
か？
　今月も１９日に、ものつくり大学の増渕助教授を
お迎えして夜間例会をおこないます。夜間ですと多
少の時間延長も出来、暑さも幾分か内輪でないかと
思います。増渕先生の講演をお楽しみにして頂きた
いと思います。
　先日の１日の日曜日に髙山パストガバナーが行田
にお見えになり、「アジアの子供たちの絵日記展」
をご覧になられました。
　渡辺会員、福島会員と私とで御案内を致し、見学
していただきました。
　当日は、博物館の塚田学芸員さんの案内で、行田
の歴史と併設して開催されております「日本の玩具
展」もご覧になり、お帰りになりました。
　絵日記展については、「素晴らしい絵が沢山あり、
それぞれの国々の特徴がよく出ていて勉強になりま
した」と言っておられました。まだご覧になってお
られない会員の皆さんは、ぜひ一度ご覧頂きたいと
思います。
　また今泉パストガバナーからお手紙を頂戴し、そ
の中でお住まいのある鶴ヶ島の国際交流協会でミャ
ンマーの子供たちとの書画の交換を企画中だそうで
ありまして、参考にしたいと言ってこられました。
　地区の沢山の方々に知っていただく事は、私達の
モチベーションを高めると同時に今後のロータリー
運動の励みにもなると思います。

　地区といえば、地区からロータリーソングのCDを
お借りしてあります。４つのテストの歌など、知ら
ない歌が沢山入っておりますので、後でお聞きくだ
さい。
　また、本日７月度の例会の週報をプリントアウト
したものをコピーしておいてあります。パソコンを
お持ちでない会員の皆さんにお読みいただきたいと
思います。
　さて本日は、諸貫健一ガバナー補佐をお迎えして
のガバナー補佐訪問、並びにクラブ協議会例会です。
本来ならガバナー公式訪問におこなうクラブ協議会
を本日おこない、ガバナー訪問については通常の卓
話例会になります。又、ガバナー訪問例会は行田さ
くら、吹上の両クラブとの合同による例会となって
おります。従いまして、諸貫ガバナー補佐の卓話を
頂いた後、机を少し並べ替えてすぐにクラブ協議会
に入らせていただきます。全員お残り頂いてクラブ
協議会に御参加ください。なお、午前中に諸貫ガバ
ナー補佐により事務局で書類の有無、内容のチェッ
ク受けておりますことを報告させて頂きます。
　さて最後になりましたが、恒例の「漢文を学ぶ」
であります。
　今回は「桑田変じて海と成る」と言う言葉であり
ます。桑畑であったところが、いつの間にか青海原
になってしまう。大自然でさえも姿を変える。と言
うことだそうであります。
　ロータリーも地代の流れを敏感に感じて、変わっ
て行くべきだと思います。
　本年度のガバナー公式訪問がその典型であろうと
思います。色々な事でこのような形になった事は、
皆さん御承知だと思いますが、御決断頂いた方々の
苦悩も少し分かる気が致します。行田ロータリーも
少しずつ変化して来ております。その時の地域社会
や会員の皆さんのニーズにあった運営、活動、運動
を行っていくべきだと思います。そして其れが必要
と判断した時は、早く全ての事に反映して行く事が
必要ではないでしょうか？　時は待ってくれません。
時を追いかけるのではなく時が来るのを待つぐらい
で丁度良いのかも知れません。そこからタイムリー
な事業が熟慮された企画から生まれるはずです。
　皆様方の今後の御協力をお願い致して、会長挨拶
に致します。



　自分の所属するクラブに訪問と言っても、いいよ
うな悪いような・・・。
　ロータリーと言うのは、全員同じ。全員が、一国
一城の主。ただ組織と言うのは、このように位置づ
けをしないとなりたたないもの。今日の話の中心は、
今年が特別レアケース。
　地区の指導者を養成する計画を立てよう。
　ガバナーのなり手がいない。それは仕事に差し障
るから。これはと言う人が、皆辞退してしまう。幸
か不幸か、この２５７０地区で今年起こってしまい
ました。ガバナー補佐は４回クラブ訪問をする事が、
義務付けられています。自分のクラブをどこへ行っ
ても悪くは言いたくありません。
　この後クラブ協議会に移りますが、私の方からは
アドバイスをすると、受け取って頂けたらと思いま
す。
　入会する会員が退会する会員にに追いつかずに、
会員数が減ってきています。
　なぜＲＩの経費節減が出来ないのか？　こう言っ
た不満を、各クラブの会長が思っています。

卓　話 諸貫ガバナー補佐

　１０時より諸貫ガバナー補佐に書類検査をしても
らいました。 来年４月の国際大会に石原さん決定。
　来週は、例会なし。次回の例会は、今月１９日に
なります。クラブハウスにて、夜間例会となります。

幹事報告 島崎政敏 幹事

城中、２、３、４、５日になります。参加される方
は、早めにご連絡をお願い致します。

委員会報告
姉妹クラブ世界社会奉仕　小林委員長

ニ コ ニ コ 報 告

合計￥４８０００

正会員数　　　７３名
出席免除者　　１２名
本日の出席者　３８名

内義務規定出席者　　８名
メークアップ　　　　１名
出席率　　　５３．４２％

出席報告

代表挨拶　山本憲作会員
  昭和２１年８月７日に生まれ、今現在の行田
ロータリークラブの方の平均年齢は５７．８７
歳ですから、私はほぼ平均となります。残念な
がら、体重は平均ではありませんが（笑）
　昭和２０年に戦争が終わり、私の年代は戦後
の走りです。日本が救われるか？　の、大切な
年代です。私をいかに大切にするかにかかって
いるとも思います（笑）
　話変わりまして私の心情は、祖先を大切に。
愛妻納税墓参り。これらをモットーとしており
ます。

８月は、結婚記念日の方はおりません。
誕生祝いは、大谷会員・山本憲作会員・木村会員・
武井会員・阿部会員・花井会員の、６名です。

結婚・誕生祝い

会長より謝辞
　ご自分のクラブで喋るのは喋りにくいと思います。
本日は、大変どうもありがとうございました。

阿部会員より
８月１～２日、私の父の葬儀に参列して頂きまし
て、どうもありがとうございました。８８歳でし
た。父は、看護士さんに聴診器を当てて、「夕べ
やったな？」等と、最後までとっても楽しい父親
だった。



　本日はガバナー補佐が見えております。橋田ガバ
ナーは本年度、「ロータリーに若さを」と言うこと
をおっしゃっております。
　ロータリーに若さをと言う事で私も色々と考えて
おりますが、私もそう思っております。若さと言う
のは、年齢的な若さと精神的な若さがあると思いま
す。
　行田ロータリークラブには、精神的に若い方もた
くさんいらっしゃると思います。私はそれを誇りに
思っております。
　例会のあり方について、ＳＡＡのあり方、充分に
出来てないのでは？　とも思います。どうしても、
親睦委員会の方に頼っているのでは？　その辺に関
して、助言頂けたら・・・と思っております。
　行田ロータリーも４０周年になります。会員状況
に付きましては、３名の増強を、と思っております。
そして退会防止も気を付けていかなければと思って
おります。

諸貫ガバナー補佐のコメント
　クラブ奉仕と言うのは、クラブの原点です。クラ
ブ奉仕があっての、クラブです。人数が多くなると、
プログラムが面白くないと言うのもあるのかもしれ
ませんが、私語が多いときは「只今例会中ですから、
お静かに」と言ってもらいたいです。その会の品位
をみる事になりますから。でも居眠りは構いません。
誰にも迷惑をかけるわけではありませんので。
　会員増強は、会員退会の防止にもつながります。
この行田クラブでは、新入会員が入るとその人をケ
アする人を作っていますよね。これはとってもいい
事だと思います。
　新入会員は、自分の居場所がありません。周りの
人が、気を使って声をかけてあげる事がとっても大
切です。そう言った配慮を、今以上に会長幹事には
お願いしたいと思います。
　ロータリー情報委員会に関しましては、私が入っ
た２０数年前、新入会員予定者を呼んで一杯飲ませ
て、懇親を深めるのが、情報委員会でした。いざ入
会しましたら、ぜんぜん話が違っていたという事の
ないようにする事も大切です。
　それからニコニコボックス。
　このクラブにビジターとして来た方がビックリす
るのは、金額に関してです。以下同文で済ますと言
うのは、如何なものでしょう。
　熊谷ロータリークラブでのニコニコ委員会は、名
前を書く欄と内容を書く欄がありまして、ちゃんと
書くようにしているようです。

クラブ協議会
クラブ奉仕　内山委員長

　行田ロータリークラブに関しましては、２５７０
地区の中でも最先端を走っております。
　インターネットで繋いで、メールその他に関して
電子化が図られています。

クラブ会報委員会

　職業奉仕とは、ロータリーの金看板と言われてい
ます。自分の職業を利用して、奉仕する。職業奉仕
の事例集を何通り送れるかわかりませんが、メール
にて配信させて頂きます。
　企業の倫理観、これが、４つのテストだと考えま
す。例会場で読み上げておりますが、ただただ読む
だけではなく実行に移して頂きたいと思います。私
の場合は、額に入れて事務所に飾りました。
　ホームページの方も、各メンバーのところでホー
ムページをお持ちでしたらロータリークラブのホー
ムページと相互リンクを張っては如何でしょうか？

職業奉仕　古沢委員長

　社会奉仕委員会は、最近は環境について大変騒が
れております。わがクラブでは、水、空気に関して、
水はお金を出して買うと言う時代に入って来ており
ます。
　音楽委員会に関して、わがロータリークラブは、
マンドリンクラブと沢山の事業をやって参りました。
行田ロータリークラブの冠を掲げての、奉仕と言う
事を頭に置いて、頑張っていきたいと思います。

諸貫ガバナー補佐より
　社会奉仕とは難しいのですが、ロータリークラブ
を何故作ったのか？　と言う事を考えれば、おのず
と答えは出てくると思います。お互い商売を利用し
あいましょうと考えれば、考えられなくもない。
　例えばシカゴの町に公衆トイレがない、ないなら
ば、作りましょうと。ロータリーの原点は、そこに
あると思います。
　IT委員会、行田ロータリークラブではオフィシャ
ルメールが始まってから、大変面白くなってまいり
ました。
　音楽委員会、これも行田くらいでしょう。
　そして学校の方でも、先生の感覚が随分と変わっ
てまいりました。熱心な先生の仕事に、色んな形で
クラブが報いる。これは一般市民が、見ていないよ
うで見ています。

社会奉仕　持田委員長



　昨年度は、大活躍でした。行田は何の水増しもし
てありません。

出席奨励委員会

　本年度の４つのうち、社会奉仕活動の一環をなす
ものです。国際奉仕と言うのは何かといいますと、
国際文化交流、これが大きな事だと思います。
　まず姉妹クラブ委員会なのですが、１０月城中と
の校友会、調印して、さらなる交流を深めたいと思
います。
　青少年交流委員会について、これから先の事はご
ざいません。行田の高校に、インターアクトクラブ
の立ち上げを森島委員長が頑張ってやっております。

諸貫ガバナー補佐より
　ロータリーの友の７月号をお読みになったと思い
ますが、巡礼ロータリー１００年というのがありま
すが、ロータリーと言うのは間柄の美学なんだよ、
と。つまり仲間同士が仲良く助け合って、この人生
を送っていこうじゃないか、と。そう言う事を書い
ています。皆さんお手元にあるでしょうから、読ん
でいない方は一度読んで見ることをお勧め致します。
　そして会員が減ったと言う事は、一概に悲しむこ
とではない。誰でも入会させるとは言っても、ロー
タリークラブの品位も維持しなければなりません。
これは、私も確かな事だとも思います。
　米山なんですが、枠が今まで１０００人だったの
ですが、今は８００人になってしまいした。それか
ら新世代、これは今の橋田ガバナーが大変力を入れ
ています。

国際奉仕委員会　蔭山委員長

　ロータリーの友、８月号１２ページなのですが、
１００周年を期に何をやったら良いのかを考えた時
に、地域に認められたい事をやる。１００周年の事
業の目的は、そこにあると思います。
　金額にしまして２００万以上のお金を使わせて頂
いて、図書館には２００冊以上の本をお贈りするが
出来ました。
　読書はどれほど大切なのかを、皆様に伝えたい。
子供だけではない、今は親も本を読まなくなってき
ています。そしてただ本を寄贈しただけでは、読書
推進にはつながりません。読み聞かせを初めとして、
読書推進も、やっていきたいと思います。
 
諸貫ガバナー補佐より
このまま、報告させて頂きます。何も言う事はあり
ません。

100周年事業委員会　渡辺委員長

黒渕会長より挨拶
　皆様お疲れさまでした。尚、諸貫ガバナー補佐、
大変お疲れさまでした。
　今日頂いたアドバイス、今後の役に立てていけ
ればいいと思います。
　お体を大切にして、ガバナー訪問をして頂きた
いと思います。


