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「ロータリーは分かちあいの心」

　★　会長挨拶　山本 憲作会長 　第2024回 例会（第一回例会）

皆さんこんにちは。

人生最大のプレゼントは、チャンスを与えてもらうことです。こんな

に素晴らしいチャンスを与えて頂きまして、我が身が引き締まる思

いで、嬉しさに、喜びを感じております。このチャンスに、充分チ

ャレンジして、立派な人間になっていきたいと考えておりますので

、１年間皆様ご指導宜しくお願い致します。今年度のテーマは

、「国家を大切」と言うテーマを掲げました。われわれ経済活動が

出来るのもボランティア活動が出来るのも、国がしっかりしている

から出来るのであって、国がダメになれば何の行動も活動も出来

ない、言うところでございます。ロータリーメンバーは経済人の集

まりです。われわれは経済を通じて、国に奉仕する事だと思いま

す。今年度の年度計画書は、大谷さんにお願いしました。大谷さ

ん、ありがとうございました。昭和20年8月15日、終戦を迎えまして

昭和21年8月7日に、私は生まれました。子供の頃は貧しく、また

日本の国の貧しさを味わって生活をして、高度成長時代からバブ

ル崩壊・・・色々失われた10年。等々言われてきたわけです。そ

の間に色々な事故事件がありましたけども、最近の事件事故を見

ますとこのままで日本は大丈夫なのか？と感じます。我々も事業

をしっかりし、優良な人材を確保し拡大し、利益を出して納税する

事も国を支える事のひとつだと思います。

★ 点鐘

★ 国家斉唱　　　　

　　ロータリークソング斉唱（奉仕の理想）

★ ４つのテスト唱和

★ 会長挨拶（本年度クラブ運営方針）

★ 役員就任式 

★ 幹事報告

★ 委員会報告　

★ 出席状況報告

★ ニコニコボックス　　

★ 点鐘

また子供たちの将来、日本をしょって立つ子供たちを育成する事

も、大変重要な事と感じております。色々な事をやる上でも、健康

が基本でございます。自分にとっても家庭にとっても企業にとって

も、経営者の１人１人が健康に注意しなくてはなりません。今年度

は、それらの内容も例会に盛り込んであります。

　★　役員就任式 

役員の方々に、１人１人証書をお渡して

記念写真の撮影を行いました。



　★　幹事報告　武田和則幹事

皆様こんにちは。本日の第一例会に年度計画書をお配りできるこ

とは、会員皆様のおかげです。ありがとうございます。さて、さきほ

ど理事会で決定されたことを、申し上げます。おかげさまで、幹事

としての仕事が50％くらい終わったんじゃないのかな？と思うくら

い、ホッとしているところでございます。ありがとうございます。では

、理事会で決定された事を、報告致します。会費徴収時期の件、

前期が7月13日まで。後期が来年の1月11日まで。理事会開催

日は、毎月第一例会の前に行われると言う事です。７月の卓話の

メタボリックシンドロームの件は、横田委員長より詳しく説明して頂

きます。9月の職業情報委員会の一泊研修会企画の件に付きま

しては、大野委員長より後ほどお話があると思います。新入会員

入会承認の件ですが、電元オートメーション株式会社代表取締

役社長の滝田さんが入会の予定です。推薦者は、小菅会員です

。理事会で、承認されました。次々回あたりから、出席するかもし

れません。地球温暖化チームマイナス6パーセントの件ですが、

内山年度の時から行っておりますが、今年度も28度Cでいきたい

と思います。結婚誕生祝に付いては、後ほど持田親睦委員長か

ら報告があると思います。以上、幹事報告でした。１年間、宜しく

お願い致します。

　★　委員会報告

　渡辺ＰＣ

７月3日に小島さん小山さんと3人で、白河クラブに行って参りまし

た。白河さんとは、今年で10年のお付き合いになりました。白河ク

ラブは今年が50周年となります。敬意を表しまして、表敬訪問に

伺ってまいりました。第一例会という事もあり、大変喜んで頂けまし

た。

　坂本委員長 （青少年委員会）

こんにちは。明日の事を申し上げま

す。1時半に会場になりまして、小学

生の芸術会場があります。子供たち

が１時半前後に参りますので、是非、

会員の方々宜しくお願い致します。 

　大野委員長 （職業情報委員会）

皆様こんにちは。今年度、宜しくお願いします。

一泊研修会のご案内をさせていただきます。9月13日の午後２時

に伊香保のホテル、福一で予定をしております。現地14時集合

と言う事で、宜しくお願いします。14日は、ゴルフ部会の方で宜し

くお願いします。

　横田委員長 （健康管理委員会）

皆様こんにちは。今年度、健康管理

委員長と言う事でお世話になります。

宜しくお願いします。健康管理は非

常に重要ですが、今年度３回健康管

理で例会を頂いております。皆様の

健康維持管理と言う事で、加須保健

所さんにご協力して頂き卓話をして

頂きたいと思います。

　持田委員長 （親睦委員会）

今年度、親睦でお世話になります。今年度、すでに2回ほど炉辺

会合を行いました。先日さくらクラブにメィキャップに行ってまいり

ました。会員同士、向き合って会話が出来るようなテーブルの配

列になっておりました。今年度の会員の誕生パーティは、前年

度のパーティが大変好評でしたので、今年度も年４回のパーテ

ィを開きたいと思います。今年度は、会員の方の誕生パーティを

行います。その会費なのですが、両方で8.000円を親睦委員会

にて集めさせて頂きます。

　永島会員

皆様こんにちは。机の上に資料があります。水城 街つくり研究

会が、７月９日午後30分よりものつくり大学207号室にて行われま

す。



　古沢直前幹事 （決算報告） 　小菅委員長 （職業奉仕）

昨年度におかれましては、小池会長に成り代わりまして御礼を申

し上げます。さてこのブレザーですが、長谷川会員を通しまして、

仕入れさせて頂きます。12種類ありますので、ご自身で着て頂き

まして、採寸をお願い致します。来週も採寸を致しますので、どう

ぞ宜しくお願いします。では収支報告を致します。今日は監査の

今泉さんも見えておりますので、そちらは今泉さんよりお願いしま

す。

職業奉仕というのは、これほど大切なものと言うことを私は知りま

せんでした。いろいろと調べてみますと、大変なことを引き受けて

しまったと思いました。職業において高度の道徳を守って推進し

ていくというのが、ひとつの大きな手段と思います。それぞれの職

業の社会的な価値と言うのを認めていきお互いに励ましながら気

持ちを高めていくのが、ロータリーかな、と言う風に思った次第で

す。

　今泉会員 （監査） 　小澤委員長 （社会奉仕）

こんにちは。今年も監査となりました

。06年から07年、さまざまな会計処

理が適正に行われていることを、ここ

にご報告申し上げます。

　内山委員長 （特別委員会） 山本会長のテーマであります「国家を大切に」。それに沿って、社

会奉仕委員会としては何が出来るのか？やはり、青少年育成が

１番重大な事業であるかな？と思います。明日の芸術劇場、それ

からロータリー文庫。白河との児童交流会もあります。それと来週

、社会奉仕部門のセミナーに行って来ますが、おそらく、アイバ

ンク登録のお願いと、ブライダル委員会を立ち上げる要請がある

と思います。ところで皆様方、アイバンクを登録している人はいま

すか？３名いるようですね。いざ登録するとなると、なかなか勇気

が必要かと思います。会長幹事が一緒に登録しようとなれば、私

も登録するかと思います。それとブライダルですが、ロータリーア

ンの１人の推薦があれば、登録できるかと思います。来週研修会

に行って来ますので、また報告します。

特別委員会の設置をしてほしいと言わ

れ、設置させて頂きました。山本年度の

「国を大切にする」という方針の下で、市

民の中に目指した市民大学を考えてほ

しいと思い、それに基づいたロータリー

クラブでありたいと思います。

　小林委員長 （クラブ奉仕）

クラブ奉仕は、４大奉仕の中で最も大切

な委員会だと思います。素晴らしい会員

を入れる事。その為には職業分類、そし

て会員増強、会員選考の力を借りまして

、ロータリー情報委員会でロータリーと

は？を教えて頂きたいと思います。



　湯本委員長 （国際奉仕） 　★　出席状況報告

今年度は、特に白河さん・桑名さん・

城中さんとの行き来が多いと思います。

桑名さんは、バスだとちょっとつらいか

な？と言う気がします。城中において

は、バスというわけにはいかないです

ね。そのあたり、検討する余地があると

思います。

中島委員長　正会員数63名　本日の出席者43名

メークアップ者0名　本日の出席率68.25パーセントでした。

　★　ニコニコ報告

反町委員長

￥106.000円

★　ニコニコ報告　

山本憲作会長 一年間宜しくお願い申し上げます。 

武田和則幹事 一年間宜しくお願い致します。

小池利昌会員　 山本会長・武田幹事一年間頑張って下さい。

古沢勇治会員 天気も今年度を祝福しているようです。頑張って下さい。

内山俊夫会員　 山本会長・武田幹事　日本のため、地域、子供達の為に
一年間健康で行田ロータリーの運営をお願い致します。

小林一好会員　 山本・武田年度の大型ロータリー船の船出を祝して

小島一男会員 国家を大切にをテーマに山本会長・武田幹事発足おめでとうございます。

蔭山好信会員　 多少時間的な余裕ができましたので先日「不都合な真実」という映画を
観てきました。ＣＯ2削減をめざすロータリアン必見の映画です。

宮内廣介会員　 ゴルフコンペ　幸いに優勝できました。

持田朋春会員　 本年度親睦委員長として一年間お世話になります。

小山　博会員 山本・武田年度のご出発心よりお祝い申し上げます。

諸貫健一会員　 山本・武田年度の船出おめでとうございます。

山田　晃会員 山本年度を祝して

石塚喜助会員　 山本・武田年度の発足を祝して

渡辺栄一会員　 山本・武田年度の発足をお祝い申し上げます。

大野年司会員 山本・武田年度の船出をお祝い申し上げます。

大谷浩一会員　 山本年度の発足を祝す

武笠邦之助会員　 山本会長・武田幹事の門出を祝して

武井　茂会員 山本年度出発おめでとうございます。

岡田則之会員 　 山本会長一年間宜しくお願い致します。

境野登章会員　 山本会長・武田幹事、１年間宜しくお願い致します。

齋藤恭一会員 山本・武田年度楽しみにしております。

清水義夫会員 山本・武田年度楽しくやりましょう　一年間宜しく

永島健雄会員 山本・武田年度おめでとうございます。 一年間頑張って下さい。

黒渕陽夫会員・小椋　剛会員・植田信男会員

中島　捷二会員・小沢　瑛会員・坂本研一会員・

鈴木貴大会員・横田康介会員・蔭山好信会員・

今泉真志会員・大島行雄会員・長島隆行会員・

清水治雄会員・反町　清会員・湯本茂作会員・　

小菅克祥会員・長谷川和男会員・冨田久雄会員

小池英輔会員・小川雅以会員

同文
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