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会長挨拶 内山俊夫 会長

　皆さん今日は！
　本日は、私の第１回例会、七夕例会に大勢の方の
ご参加を戴きまして有難うございます。
　本年度の事業計画書がお手元に有るかと思います
が、愛地球博、白河と行田の子供達の交流会、そし
てスクールバンドフェスティバル。子供達の未来を
考え、又、地球環境をもテーマにして、青とブルー
のカバーとさせていただきました。本日出来たてで
ございます。
　それでは、本年度の運営方針としては「未来に向
けて・親睦から友愛へ」、そして、行田ロータリー
クラブのテーマは「それでこそロータリー」とさせ
ていただきました。
　私は行田ロータリークラブ４０代目会長の責務を
担う事に成りました。不安はありません。それは、
行田ロータリークラブには今日までの歴史があり、
素晴らしい歴代会長・幹事の皆様が残された経験が
豊富にあり、ロータリー奉仕活動において多くの際
立った実績を残し表彰されているクラブであるから
です。
　そして培われた伝統を土台に、新旧の会員が相互
に協力しあい、行田ロータリーを活動力のあるクラ
ブへ推し進めている、現在の協力的なメンバーの元
で４０代目会長となるからでもあります。
　ロータリーは新たな世紀のスタートをきりました。
私たちも未来に向けて　常に新しい感覚と行動力で
ロータリー活動をし、地域のクラブとしての奉仕活
動をし、過去の実績を検証し未来への方向を見極め
実践していく、新たなスタートの時と思います。

　その様な意味から、「新しい世紀へ向けて」会員
同士また会員家族との理解を深める親睦活動を充分
に計画・実行、そこから真のフェローシップ『友愛』
へと実践・完成していく事により、ロータリアンが
未来に向けての自分を超えたロータリー活動「超我
の奉仕」へと結び付く事とおもいます。
　本年度はその様な意味で運営方針を『未来に向け
・親睦から友愛へ』といたしました。
 

テーマ「それでこそロータリー」
 １．ロータリーの友情を深め、家族とともに楽しめ
　　る活動
２．未来に向けて青少年の育成と、地球の未来を大
　　切にする為の活動
３．職業奉仕と地元地域社会のニーズに対応した奉
　　仕活動
４．財団・米山の事業を盛上げる活動
 
　本年度は社会奉仕部門として、読書推進委員会を
常設委員会として新設しました。子供たちの未来に
とって非常に役立つ読書を、ロータリー文庫を通し
て奉仕していく為です。
　また、読み聞かせボランティア育成の為の企画事
業も今後検討していきたいと思います。
　会員部門には副会長を要職として担当していただ
き、ロータリー会員としてふさわしい新会員の増強
をすべく新体制を組織いたしました。積極的に新会
員候補の推薦をお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　（次頁へつづく）



　皆さん今日は！
　ただいま無事役員選任式が終わりまして、内山・
山本両氏の船出おめでとうございます。
　これまで行田ロータリークラブで、役員の選任式
を見たことが有りますか？　私、在籍２２年にして
始めて見ました。
　ロータリー規約手帳の４ページには、『各ロータ
リークラブは、ロータリー年度の始めに役員就任式
を開かなければならない。この様な会合はクラブ役
員や会員が所属団体の目標に熱意を新たに再認識す
　　　　　　　　　　　　　　　　（次頁へつづく）

祝　辞

役員選任

諸貫直前ガバナー補佐

　また、『愛・地球博』への家族親睦旅行はロータ
リークラブの地球環境活動とＩＴ未来を体験する良
い機会と考え企画いたしました。家族参加をお願い
します。
　家族バーべキュー会を新たに計画しました。家族
と家族、また入会予定者等との楽しい一日を過ごし
たいと考えました。結婚誕生祝いは本年度集金しま
せんが、会費の予算内でお祝いいたしますので宜し
くご理解ください。尚、皆様からの貴重なニコニコ
は有意義な奉仕活動に利用させていただきますので
奮ってご寄付をお願いします。
　その他にも例会を楽しく参加できるよう努力して
まいりますので、出席・参加を宜しくお願いします。
　一年間、幹事の山本憲作会員との「山山コンビ」
で、事務局の吉田久子さんにもご協力いただき、会
員皆様とともに未来に向けてクラブライフを楽しく
過しましょう。
　そして、ともにロータリアン人生に感動しましょ
う。「それでこそロータリー」・・・・・・。

　行田ロータリークラブはチーム・マイナス６％に
参加します。
　本日は会場の温度を２８度に設定させていただき、
京都議定書にございます環境保全をテーマと致しま
して、我々行田ロータリークラブもおおいに参画い
たしたいと思います。
　宜しくご協力のほど御願い致します。

　以上をもちまして、会長挨拶といたします。
　一年間宜しくお願いします。

参加会員ネクタイをはずす参加会員ネクタイをはずす

　選任証書を皆様にお渡ししたいと思います。１年
間、理事として役員として頑張って戴きたいと思い
ます。

選任証書授与
理事　　副会長　　　　　湯本会員
理事　　会長エレクト　　小池利昌会員
理事　　クラブ幹事　　　山本憲作会員
理事　　会計　　　　　　持田会員
ＳＡＡ　　　　　　　　　永島健雄会員
理事　　国際奉仕　　　　福島会員
理事　　　　　　　　　　蔭山会員
理事　　社会奉仕　　　　森島会員
理事　　　　　　　　　　坂本会員
理事　　職業奉仕　　　　島崎会員
理事　　副幹事　　　　　古沢会員



る機会を提供するものと、認められているからであ
る。またこの様な会合は地元地域文化にロータリー
の目標を知らしめる絶好の機会である』と書いてあ
る。
　おそらく、会長・幹事はこの文章を読んで引用し、
各機関に今日この場で行われる事を絶好の機会と捉
えて、行田ケーブルＴＶが入ったのかと思います。
　どこのクラブでもやっているのは、会長・幹事の
バッチの交換、これは残念ながら６月２３日、すで
に終わっています。
　じゃあ本物で行こうじゃないか、と言うことが、
おそらく内山新会長の狙いだと思い、そして新しい
役員全員をひな壇に並べて、全会員に第一回の充実
した例会を知らしめ、全会員に、この年度の役員の
「顔」を知らせようと二つの目的をもち、そして社
会一般にも知らしめる。
　行田ケーブルＴＶさんもこの状況をおそらく６～
７回もケーブルＴＶで流す事だと思います。これで
充分「顔」を知らしめられる。
　この三つの目的を同時に満たそう、これ「寝所遠
謀」と言う。「寝所遠謀」の会長の後ろに山本君と
いう裏で細かく動いてくれる人がいます。
　内山君は私に「祝辞をお願いします」と言っただ
けで終わり、山本君がその後電話にて、「実は会長
は京都議定書を順ずる行動を取るので、ネクタイ・
上着を持って来て、この場で脱いで下さい」と後か
ら電話で連絡があった。
　この気配り、この二人の組み合わせというのは、
前年度の黒渕・島崎コンビとも優るとも劣らない組
み合わせです。皆様はどの様に思われたか知りませ
んけど、私はこれから一年の行田ロータリークラブ
は大変楽しみです。
　以上で祝辞と変えさせて戴きます。

　今日は！　
　省エネを考えまして、マイクなしで執り行なって
おりますが、古沢親睦委員長におかれましては、喉
にポリープできる様で命がけで行っているようです。
地球環境を守るのも大変なおもいで、明日入院する
かも知れません。皆さん耳を立てて聞いていただけ
ればと思います。
　今年度の年度計画書が出来上がりました。これも
大谷さんの努力によって、今日、間に合ったわけで
ございます。
　皆様方にお願いになりますが、何か頼まれました

らその日までにお願いします。各委員長さんも出欠
席の返事がこないと困っている様子です。「立場が
人を変える」と申しますが、私も何かあったらすぐ
に対応しょうと思います。大谷さん有難うございま
した。
　先ほど理事会を行い、それぞれの協議事項を行い
まして、全審議が可決いたしました。全員出席（委
任状あり）の委員会となりました。
　７月１４日の例会は７月１６日のバーべキューの
関係でございません。
　７月１６日は湯本ホテルの裏で家族バーべキュー
を行います。私も「Ｃｏ２」６％削減宣言を致しま
したので、ここで宣言を致しまして体重を６％削減
することに致します。約６Ｋｇ弱落として、皆様の
前に出たいと思います。
　一年間宜しくお願いいたします。

　今年度、親睦の副委員長をおおせつかりました江
袋です。一年間宜しくお願いいたします。
　親睦委員会の旅行について、８月３・４日の愛知
万博ツアーの件、夏、真盛りの企画で多少不安が有
りましたが、只今４０人の参加の申し込みを頂いて
おります。まだあと１０名ほど余地が有りますので、
ご希望の方は早めに申し込んでいただきたいと思い
ます。
　また、下見行って気づいた事や、注意点、観覧の
事前予約の方法など、まとめたものを受付に用意し
てございますので、参加なされる方は入場チケット
と一緒にお持ち下さい。尚、不明な点は親睦委員長
の古沢までご連絡いただければと思います。宜しく
お願い致します。

　皆さん今日は。
　今年度、家族委員会委員長をおおせつかりました
持田です。一年間宜しくお願いいたします。
　先ほど山本幹事からも話がございましたが、来週
の土曜日７月１６日、湯本ホテルの大駐車場のとこ
で、大バーべキュー大会を企画しております。家族
委員会と致しましては、ロータリーの友情を深め、
　　　　　　　　　　　　　　　　（次頁へつづく）

幹事報告 山本憲作 幹事

委員会報告

親睦委員会　江袋副委員長

家族委員会　持田委員長



家族と共に楽しめる活動として、行田ロータリーク
ラブの第一回のバーべキュー大会を開き、１２時点
鐘で忘れないようにお願いいたします。
　何人来ても無料です。ご自分で面倒みられる範囲
で、考えてご参加下さい。
　当日、天気がくずれまして雨でも、準備の関係で
必ずやりますのでお願い致します。
　一年間宜しくお願いいたします。

島崎直前幹事謝辞
　大変立派な盾を頂きまして、感激いたしておりま
す。黒渕会長、今日は欠席いたしておりますけれど
も、「役」が終わりまして、直前会長の行動につい
ては把握しておりませんが、この様な立派な盾を頂
くのであれば、満願をはいして出て来たと思ってお
ります。大変有難うございました。
 
山本幹事より
黒渕直前会長大阪に出張と言う事で、祝電を頂いて
おります。

『ロータリークラブ会長内山俊夫様、内山年度おめ
　でとうございます。一年間体に気を付けて頑張っ
　て下さい。
　　　　　行田ロータリークラブ直前会長黒渕陽夫』

ご披露させていただきました。

　皆さん今日は！
　前年度一年間大変お世話になりました。
　早速、収支報告として監査に於いても報告致しま
す。収支報告ですが、

収入の部
　会　　　費　　　　　　　１９，６０６，０００
　入　会　金　　　　　　　　　　２５０，０００
　ビジター費　　　　　　　　　　　３４，５００
　雑　収　入　　　　　　　　　　　　９，０４２
　ニコニコＢＯＸ　　　　　　１，４１９，４００
　結婚・誕生祝い　　　　　　　　６９０，０００
 
　当期収入合計　　　　　　２２，００８，９４２
　前期繰越金　　　　　　　　　　７９０，０００
　収入の合計　　　　　　　２２，７９８，９４２

収出の部
　各種負担金　　　　　　　　３，０３０，５７８
　登　録　料　　　　　　　　　　８９２，６００
　会　議　費　　　　　　　　４，２１４，７６８
　渉　外　費　　　　　　　　　　９４４，２１４
　事　務　費　　　　　　　　２，６１４，８７９
　クラブ奉仕関係　　　　　　５，４５４，７７３
　職業奉仕関係　　　　　　　　　　８９，９００
　社会奉仕関係　　　　　　　　　４４７，４８９
　国際行事関係　　　　　　　１，８３６，１９２
　ロータリー１００周年　　　１，６５２，５０７
　通年事業積立準備金　　　　　　４００，０００
　次年度関係費　　　　　　　　　３９７，８８６
　　　　　　　　
　当期収出の合計　　　　　２１，９７５，７８６
　次年度繰越金　　　　　　　　　８２３，１５６
　収出の部合計　　　　　　２２，７９８，９４２

　監査につきましては、過日７月１日に黒渕会長、
私、小島会計三人によりまして、全て適正かつ正確
であるとサイン（大久保会員）をいただいておりま
す。
　以上です。

決算報告

感謝状の贈呈

島崎直前幹事

黒渕直前会長、島崎直前幹事

グエン君に奨学金贈呈



委任状交付

四大奉仕委員長

湯本副会長

永島ＳＡＡ

結婚・誕生祝い

　副会長をおおせつかりました湯本です。一年間、
宜しくお願いいたします。内山・山本凸凹コンビで
一年間頑張って頂きたいと思います。
　副会長は何をするのか、会則を読まして頂きまし
た。会長不在は、議事を努め、通常付随する任務を
行う事を持って副会長の任務とする。
　会長の体を考え、宴席の代行をさせていただけれ
ばと思います。初めての試みですけれども、精一杯
頑張ってまいりますので、宜しくお願い致します。

　永島です、ＳＡＡとしてご苦労をお掛けいたして
おります。
　木槌を預かり、１９６６年から使用しています。

小池クラブ奉仕委員長

島崎職業奉仕委員長

　今日は、クラブ奉仕委員会の小池でございます。
宜しくお願いいたします。
　今年度は、会長方針に家族共々楽しいクラブライ
フ。楽しめる活動を行いたいということで、来週に
はバーべキュー会、また８月になりますと親睦旅行
と言う事になります。
　家族を伴っていける処でございます。会員の家族
の方達にぜひとも「あー良かったな、楽しかった」
と言われる例会にしたいと思っております。
　当然、毎回の例会に於いてもスムースに、何の間
違いもなくできる例会いにおこなっていきたい。宜
しくお願いいたします。
　当委員会には素晴らしい委員長さんがいらっしゃ
いますので、皆さんのご期待に沿える例会、また旅
行ができると思いますので、皆さんのこれからの出
席を宜しくお願い致します。

　たびたび、失礼致します。
　職業奉仕をおおせつかりました島崎です。宜しく
お願い致します。
　セミナーを行い、おなじみの髙山孝パストガバナー
　　　　　　　　　　　　　　　　（次頁へつづく）

大変重みのある木槌と思います。と申しますのは品
格と風格のあるロータリークラブにしようと言う事
で、会長が開会でゴング致しましたら、私の方へ渡
される事になりました。
　これからも宜しくお願い致します。

結婚祝
　・福島会員
誕生祝
　・武笠会員、湯本会員、廣川会員
　　山本栄治会員

内山会長より
　今年度より結婚・誕生に於いてご寄付を頂かな
いと言う事で今回、四つのテストの卓上盾を贈呈。

謝辞　武笠会員
私は７月１８日生まれで、相当暑い時に生んで戴
いた、おふくろに感謝をしております。



森島社会奉仕委員長

植田世界社会奉仕委員長

がお話をしていただきまして、「皆さん職業奉仕と
いうと、『ピン』とこないものがあるじゃないだろ
うか？　普通考えるのに、職業というものはお金を
稼ぐ手段であって、報酬としては馴染まないと感じ
るのではないか、ついては各クラブに帰ってその辺
のところを良く協議する様な『場』を持ってみたら
どうだろうか」という様なお話をうかがいました。
　私の方はすでに、昨年度の古沢委員長が職業奉仕
とは何かと言う事でパート１からパート６まで、大
変膨大な論文をまとめてくれました。
　本年度はそのことには触れずに致しまして、なぜ
アメリカで始まった運動が、日本でこんなに一気に
普及したのか、この様なところを考えていきたいと
思っております。
　まだ具体的にどの様にするかは模索中ですので、
今後会員皆様のお知恵を拝借することも有ろうか思
いますので、是非ご協力を宜しくお願い致します。
　当委員会にはＩＴ委員会、情報委員会、二つの委
員会が入っておりますので、この二つの連係交えて
例会を進めていきたいと思っております。
　宜しくお願い致します。

　本年度から社会奉仕部門を担当させていただく事
になりました、森島明文です。宜しくお願い致しま
す。
　手短にお話したいと思います。年度計画書の３６
ページをお開き下さい。これに沿りまして基本方針
をお話していきたいと、当クラブに於ける社会奉仕
は地元社会のニーズに沿った形で奉仕活動をする事
が望ましいと思います。
　諸先輩が営々と築いてきた努力に感謝して、我々
ロータリアンがそれを土台として更なる向上発展の
為に、勉強して実践していく事が大事であろうと思
います。
　２つの事例を引用して紹介しますと、今年度は会
長方針の許、新世代と青少年交換を統合して青少年
委員会を立ち上げました。社会奉仕の中核をなすプ
ロジェクです。
　一つは白河・行田児童交流会を継続していく事は、
子供達の人間形成にとって将来有意義であり、両ク
ラブの願いでもあります。
　もう一つは、幼少の頃より親子での読み聞かせを
通して本を読む楽しさは、人間の成長過程では欠か
せない事柄であろうと思います。青少年の健全な育
成の為に、ボランティアの皆様の協力をお願いしな

がら推進して参ります。
　その為には、より良い環境保全に努めなければい
けないと思います。環境問題に関しては当クラブだ
けでなく、地域社会の団体、教育関係者、近隣のク
ラブ同士で一緒になって奉仕のプロジェクトを推進
していきたいと願って居ります。
　各委員会さんはじめ、委員の皆さんの御協力をお
願い致します。

　皆さん今日は！　簡単にお知らせ致します。
　７月２１日（木）行田郷土博物館で「アジアの子
供たちの絵日記展」

タイムスケジュール
　１０時３０分　　関係者集合
　１１時００分　　受付開始
　１１時３０分
　１１時４５分　　目録贈呈式
　１１時５０分　　テープカット
　１２時３０分　　閉　会

　どうぞ宜しくお願い致します。

正会員数　　　７２名
本日の出席者　４３名

メークアップ　　　　１名
出席率　　　６１．２０％

出席報告



☆内山会長…１年間「それでこそロータリー」感

　動しましょう。ご参加よろしくお願いします。

　「山山コンビ」で頑張ります。

☆山本(憲)幹事…１年間宜しくお願いします。

☆島崎会員…新会長幹事のスタートを祝して。

☆永島会員…内山会長、山本幹事、１年間頑張り

　ましょう。私もSAAとして頑張ります。

☆佐藤会員…遅刻してしまいました。

☆石塚会員…内山、山本年度の発足をお祝いして。

☆大谷会員…内山年度の発足を祝して。

☆木村(滋)会員…内山年度の発足を祝して。

☆長島会員…１年間よろしく。

☆山田会員…内山年度のスタートを祝して。

☆清水(義)会員…内山年度スタートおめでとう。

☆小山会員…内山、山本年度の発足を心よりお祝

　い申し上げます。大いに期待しております。

☆諸貫会員…内山さん、山本さん、よろしくお願

　いします。

☆小川会員…内山さん、山本さん、よろしくお願

　いします。

☆蔭山会員…内山さん、山本さん、１年間よろし

　く。

☆湯本会員…内山会長、山本幹事、山山コンビ、

　１年間頑張ってください。

☆武笠会員…会長幹事ご苦労様です。

☆斉藤会員…１年間よろしく。

☆鈴木会員…内山号出発進行、良き船出でありま

　すように。

☆森島会員…内山年度を祝して。

☆持田会員…１年間よろしくお願いします。

　昨日、優良運転者表彰を受けました。皆さんも

　安全運転を！

☆小林会員…内山丸の船出おめでとうございます。

　１年間よろしくお願いいたします。

☆小池(利)会員…内山年度、１年間頑張ってくだ

　さい。

☆武田会員…内山、山本年度のスタートおめでと

　うございます。

☆小沢会員…青少年委員会頑張ります。宜しくご

　協力お願いいたします。

☆坂本会員…１年間よろしく。

☆清水(治)会員…１年間よろしく。

☆福島会員…新年度、内山、山本丸船出おめでと

　うございます。よろしくお願いします。

☆碓井会員…１年間よろしく。

☆江袋会員…親睦副委員長で１年間お世話になり

　ます。

☆植田会員…世界社会奉仕委員会頑張りますので

　宜しくお願いします。

☆小菅会員…１年間よろしく。

☆古沢(勇)会員…親睦委員会、この１年、宜しく

　お願いいたします。

☆岡田会員…内山会長頑張って！！　１年間お世

　話になります。

☆小島会員…内山年度おめでとうございます。

　出席委員長仰せつかりました。会員の皆様、毎

　回例会出席目指して、楽しいロータリーにしま

　しょう。

☆田山会員…孫娘が産まれました。

☆飯田会員…１年間よろしく。

☆宮内会員…内山年度スタートお祝いいたします。

☆廣川会員…内山年度スタートです。会員一同頑

　張りましょう。

☆境野会員…今年度１年間宜しくお願い致します。

☆武井会員…内山会長、１年間宜しくお願い致し

　ます。

☆山本(栄)委員…スマイルボックス委員会で１年

　間お世話になります。　　　

ニ コ ニ コ 報 告

合計￥７６０００


