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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 黒渕陽夫 会長

　皆さん今日は！
　今年のゴールデンウイークも終わり、季節的には
一番過ごしやすい季節となりました。
　過日のＪＲ西日本の福知山線での転覆事故に関し
て、その後、次々と多くの話題が出てまいりました。
普通の会社であればあまり考えられない行動が平然
と行なわれておることを考えて見ますと、会社の体
質を少し改善しなくてはいけないのではないかと、
人事ながら感じております。
　また一方で記者会見場での各報道関係者の態度に
ついても多くの分野から批判の声が上がっており、
日本のジャーナリズムの本質的な問題が垣間見られ
たような気がいたします。
　「ペンは剣よりも強し！」という言葉があります
が、何かこの言葉を取り違えているような気がいた
してなりません。
　事故はどうやらスピードの出しすぎが原因のよう
であります。ダイヤどうりに運行するといったこと
が事故の原因のようであります。目的のためには手
段を選ばずといったことにならないよう、私たちも
奉仕活動をする上での戒めにしていきたいと思いま
す。
　さて、先週の土曜日にＧＳＥの歓送会が深谷で行
われ、当クラブから諸貫ガバナー補佐、山田地区Ｇ
ＳＥ委員と私の３名が出席しました。当クラブでも

約一週間お世話をしたわけでありますが、大変気持
ちの良いＧＳＥの方々であったと思います。皆様方
の暖かいご協力に感謝いたします。
　また月曜日の午前中、諸貫ガバナー補佐の地区に
提出した年度計画の項目に対しての監査を受けまし
た。皆様のご協力を得て増強、その他の部門でおお
むねクリアーできました。これも日頃の皆様のご理
解が得られて賜物と感謝申し上げます。
　来週は一泊の親睦旅行が、親睦委員会の皆さんの
素晴らしい計画に基づき実施されます。楽しい旅行
にしていきたいと思います。尚、申し込みを忘れて
しまった方おられましたら、すぐにお申し込みいた
だければまだ間に合うと思いますので宜しくお願い
いたします。
　また２８日には１００周年の記念ドラマチックコ
ンサートが未来において開催されます。担当の役員
の方々にはお疲れだと思いますが、宜しくお願いい
たします。
　１５日は次年度に向けての地区協議会です。この
度、地区から連絡がありまして当クラブの石塚喜助
会員が「ＲＩ・奉仕への貢献に対する表彰」として
表彰されることになりました。大変おめでとうござ
います。
　また行田ロータリークラブは「ＲＩ意義ある業績
賞」を受賞することが出来、表彰されることになり
ました。１００周年事業の内容が認められた結果で
あります。会員の皆様方のご協力に改めて感謝申し
上げます。
　さて本日は新入会員の卓話であります。前回同様
皆様のご清聴をお願いいたします。

来訪者のご紹介

羽生ロータリークラブ　磯畑会員

①理事会での承認事項
　１．渡辺栄一会員「超我の奉仕賞」
　　　　　　　　　　　　　　　受賞祝賀会の開催
　　　日時：６月１６日(木) 午後６時３０分より
　　　会場：アドバンテストクラブ
　２．４月定例理事会議事録
　３．６月例会プログラム
　４．行田・白河児童交流会
　５．最終例会企画案
②次回の例会は１９・２０日の親睦旅行です。

幹事報告 島崎政敏 幹事



委員会報告
親睦委員会 小沢副委員長

　皆様こんにちは。親睦委員会から、来週の旅行に
付いてご連絡致します。
　１９日の木曜日、集合は７時４５分出発は８時の
予定です。只今のところ参加者の人数は３６名です。
うち、女性は１４名です。会員男性が２２名となっ
ております。
　それから事務局の方からFAXでお知らせしたよう
に、ご夫婦で個室をとりたいご希望の方は現在６名
おりますけど、まだ若干余裕がありますので、もし
もお申し込みされる方は今日お申し込みを受け付け
致します。
　それから、人数的にもまだ若干余裕があります。
バスの方も乗れる状態ですので、お申し込みをなさ
れてない方は、今日お申し込み頂ければありがたい
なと思います。
　今回の親睦旅行のテーマは、自然への誘いでござ
います。前回のショッピング＆グルメの旅行とは、
ちょっと違いますので、今回はお金は必要ないと思
います。
　泊まるところは白骨グランドホテルと言う白骨温
泉のインチキをしたと言う・・・聞こえは悪いです
けど、その時まず１番にお名前が出ましたホテルで
ございます。で、１週間くらい前ですか？　テレビ
でそのホテルをやっていたんですけど、汚名挽回と
言う事で一生懸命従業員がそろって頑張ってサービ
スして、お客さんにアンケートをとったところ「ま
た来たい」と言うお答えが９割くらいおりました。
だから、結構良い旅館だと思います。
　それから初日の昼食を、上高地の帝国ホテルを予
定しております。ここは団体の予約を取れないもの
ですから、各自、自由に好きなものを選んで食事を
してもらいたいと思います。その時は、食事代は会
の方から出す事になりますので、その辺だけご了解
頂けたらと思います。
　それから上高地は標高1500メートルくらいありま
すので、寒さの対策も、忘れずにして頂けたらと思
います。以上でございます。

地区ローターアクト　小山会員

ＧＳＥ委員会 山本憲作会員

　皆様こんにちは。2570地区の方に出向しておりま
す、ローター実行委員長を務めております。
　ローターアクトクラブが地区内では１０年ぶりに
立ち上がる事になりました。スポンサーは、上福岡、
富士見ロータリークラブでございます。

　地区内のローターアクトクラブの現状は、川越が
スポンサーであります。ローターアクトを作る目的
でございますが、若い人々に、ロータリークラブに
近づいて頂こうと言う思惑が、ひとつにはあります。
それから若い人に、奉仕活動や礼儀作法をマスター
してほしい。もうひとつは、若い人に人間として成
長してほしいという事で、各ロータリークラブがス
ポンサーになって色々奉仕活動を行っております。
そう言ったローターアクト委員会に応募して頂ける
と、大変ありがたいです。

　皆様こんにちは。４月１８日から２５日までGSE
の関係でマレーシア、そしてシンガポールから５名
の方が見えまして、１週間ばかり行田に滞在して頂
きまして、行田ロータリークラブのメンバーの方に
は大変お手数をかけまして本当にありがとうござい
ました。
　山田GSE委員が宜しくと言う事で、今日は欠席な
為、私が代理でお礼のお言葉を申し上げます。大変
お世話になりました。境野さんも、どうもありがと
うございました。

100周年委員会 渡辺委員長
　皆様こんにちは。委員会の報告に先立ちまして、
先ほど私の受賞に対しましてお祝いをして下さると
の事で、私が頂いたのではなくクラブが頂いたもの
だからと言う事で堅くご辞退したわけでございます
が、逆に、だからやるのだからお前座っていればい
いと言う事で、祝賀会をやると言う事でOKをさせて
頂きました。
　　　　　　　　　　　　　　　　（次頁につづく）



　次に１００周年事業のご報告でございます。
　キップの販売状況もだいたい席数くらいは売れた
わけでございますが、色んな関係で何とか後１００
枚くらいお骨おり頂きまして、折角の機会ですから
市民の方に１人でも多く聞いて頂き見て頂きたいと
思います。
　ひいてはロータリークラブのイメージアップに繋
がればと言う風にも思っております。
　名前はドラマチックコンサートと言う名前です。
作曲されて演奏すると言う、これは今までに例のな
い、非常に奔放初公開の競演でございます。皆様も
ご家族知り合いとご一緒に、会場満席と言う状態で
と皆様にはお願いしたいと思います。

結婚・誕生祝い

代表挨拶　宮内会員
　僭越ではございますが、一言挨拶をさせて頂き
ます。本日は、結婚祝いを頂きましてどうもあり
がとうございました。
　私は昭和１３年５月４日、長野県飯田市に生ま
れました。私は今まで殆ど誕生祝いなどして頂い
た事はないのですが、本日は会より誕生祝いをし
て頂き大変嬉しく思います。
　私は行田ロータリークラブに入会して２年目く
らいの新参者ではございますが、４つのテストを
守りながら良いロータリアンになりたいと思いま
す。以上どうもありがとうございました。

内山会員

　先ほど会長からもお話がありましたように、５月
の１５日に地区協議会の方が開催されます。参加者
は湯本副会長他４大奉仕委員長、そして米山財団委
員長さんと、今年は新世代と言う事で来年は青少年
と言う事で、８時１５分に産業文化会館に集合して
頂き一緒に参りたいと思っております。

　先ほどちょっと言い忘れました。申し訳ございま
せん。
　今度の１４日、姉妹クラブを結んでおります台北
城中ロータリークラブの第１８回チャーター記念憂
国例会が開催されると言う事で、実は招待状が来た
のですが、色々と用事がありまして私も行けないと
言う事で、山田会員に全てをお願いしまして出席し
て頂く事となりました。
　と言う事を、今ここにご報告させて頂きます。

　皆様こんにちは。
　最初に、日頃私も大変申し訳なく思っているので
すが、なかなか出席出来ずにここで皆様に改めて、
　　　　　　　　　　　　　　　　（次頁へつづく）

黒渕会長

新人会員卓話
山本正幸会員



☆羽生ロータリークラブ　　五十幡会員

　よろしくお願いいたします。

☆黒渕会長

　石塚会員、「ＲＩ奉仕への貢献に対する表彰」

　おめでとう御座います。クラブも「ＲＩ意義あ

　る業績賞」を頂きました。

☆島崎幹事

　鈴木貴大会員、山本正幸会員、卓話ありがとう

　御座います。

☆渡辺会員

　渡辺、平野、コンサートの入場券順調に売れて

　います。もう一歩で完売です。

☆石塚会員

　４８回目の結婚記念の月を迎えました。

☆永島健雄会員

　山本、鈴木会員卓話ご苦労様です。

　環境保全委員会（水、城町作り研究会）の勉強

　会で、江戸時代に利根川の洪水の歴史を学びま

　した。地球温暖化で危機管理を。

☆内山会員

　地区協議会、ご参加の役員の皆様お世話になり

　ました。

☆山本正幸会員

   卓話させていただきます。

　結婚祝いありがとう御座います。

　ひさしぶりです、ごめんなさい。

☆岡田会員

　誕生祝ありがとうございました。やっと五十歳

　になりました。

☆誕生祝ありがとう御座います。

　佐藤会員、持田会員、大島会員、小椋会員

　宮内会員

☆山本、鈴木会員卓話ご苦労様です。

　武笠会員、小山会員、湯本会員、鈴木康夫会員

　山本憲作会員、小池利昌会員、清水治雄会員

　武田会員、古沢勇治会員、小沢会員、大野会員

　田山会員、中島会員、境野会員、廣川会員

ニ コ ニ コ 報 告

合計￥８５５００

お詫びを申し上げます。
　たまたま島崎幹事の方から呼ばれまして、５月の
１２日に卓話と言うお話を頂きまして、確か２月頃
でしたでしょうか？　私もすっかり忘れておりまし
て、福島さんの方から改めてご連絡を頂きました。
　そんなわけで、本日急遽出席させて頂きました。
ひとつ宜しくお願い致します。
　実は過日埼玉祭りにおきましては、私も実行委員
長をやらせて頂きまして、皆様方には色々な形でお
骨折り頂きお世話になりまして、どうもありがとう
ございました。
　その後、会社の紹介等して頂きました。

　皆様こんにちは。
　まだ私はこの春に入会したばかりの新人です。行
田の佐間にあります共同バスの鈴木でございます。
まだまだ私、ただただ１人の３０代でございます。
色々と、便利に使って頂けたらと思っております。
そう言う事で、宜しくお願い致します。
　私ども、趣味の話と言っても深い話になってしま
います。そう言う事で、行田の町でどう言う仕事を
しているのか、話をさせて頂きたいと思います。
　皆様おそらく多く目にしておりますのは、スクー
ルバスをご覧になっているかと思います。或いは、
企業の社員を乗せているバスや観光バス。そう言っ
た事を、昭和５３年頃より行っております。
　その後、新しいエンジンの開発等々、暮れの押し
迫った年内最後の仕事の日に初めて回ってくれて、
半年間の苦労が実った話など、して頂きました。

鈴木貴大会員

正会員数　　　７８名
本日の出席者　３３名

メークアップ　　　　５名
出席率　　　４８．７２％

出席報告


