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2007-08 国際ロータリーテーマ

「ロータリーは分かちあいの心」

第2050回　例会（第二十七回例会）　卓話例会　

★ 点鐘

★ ロータリーソング斉唱　それでこそロータリー

★ 四つのテスト唱和 

★ 来訪者紹介 . .山本憲作会長

★ 会長挨拶　 . . .山本憲作会長

★ 幹事報告　 .. .武田和則幹事

★ 委員会報告

★ 卓話者紹介.. . .姉妹クラブ委員会 植田信男委員長

★ 卓話　　　桑名北ロータリークラブの直前会長山本様

★ 謝辞 .. . . . . . . . . . . . .山本憲作会長

★ 出席状況報告　 中島捷二副委員長

★ にこにこ報告　 　反町清委員長

★ 点鐘

※ 山本憲作会長

桑名北ロータリークラブさんより、直前会長の山本様と直前幹事の水谷様が参りました。

加須ロータリークラブより、河野様・梅澤様・野本様が見えました。

※ 山本憲作会長

皆様こんにちは。如何お過ごしでしょうか。

昨日は本格的な雪が降りまして、夕方にはやんでよかったです。

本日の例会はいつもの会場の4階での例会ですが、私の年度は初めてです。

昨日は桑名北ロータリークラブさんの、山本様水谷様の２名の方に行田にお越し頂き、

プレイバッハで歓迎会を行い、その後某所にてカラオケを歌って参りました。

小池パストガバナーに色々とご指導頂き大変ありがたかったです。

今日の卓話の内容は、今の時期にとっておきの内容です。

山本様には株のお話をして頂き、勉強したいと思います。

昨日は地区の職業奉仕のセミナーがありました。雪の中、新座まで行って参りました。

小池直前会長は、活躍しているな。改めて、感じた次第です。

点鐘風景



※ 武田和則幹事

こんにちは、幹事報告を致します。

本日は桑名北ロータリークラブの直前会長山本様の卓話例会となります。

山本様と直前幹事の水谷様には、昨日から行田に来て頂きまして昨晩は

プレイバッハさんで歓迎会を行いました。

湯本さんの温泉に入ってもらい、その後華月で二次会を行いました。

行田の夜は、如何だったでしょうか？

山本様の卓話のテーマは、「株式相場に対して私の心構え」とあります。

株の事をお教え頂きまして、行田が潤うようにして頂きたいと思います。

会員一同非常に期待しておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。

次回例会はさきたま古墳群での清掃活動となります詳しい事は冨田環境保全委員長よりお願い致します。

それから地区より世界寺子屋運動の支援金、地雷で被害を受けた子供たちへの支援金、また、ネパール就学の

里親制度への支援金、以上を本年４月末までに振り込むように要請がきております。

どうぞ奮ってご寄付をお願い申し上げます。詳しい事は、後ほど委員長よりお願い致します。

以上をもって、幹事報告と致します。

※環境保全委員会　冨田委員長

今年度は清掃活動を充実させようと言う事で、次週の例会は

古墳群の清掃を行いたいと思います。

11時から12時まで清掃を行います。その後湯本ホテルに移動して、

例会を行いたいと思います。寒いとは思いますが、

たったの１時間ですのでどうぞよろしくお願い致します。

※ ニコニコ委員会　反町委員長

ニコニコ特別賞の発表が行われました。

5ページ目に受賞作品を掲載させて頂きました。

※ 加須ロータリークラブ様

本日はIMのキャンペーンと言う事で、伺いました。

IM記念公開講演会を行います。

日時は平成20年3月1日（土曜日）

場所は平成国際大学　

時間は14時30分より記念講演を行います。

講師はマラソンランナーの千葉真子様です。



※ 姉妹クラブ委員会 植田信男委員長

本日は、桑名北ロータリークラブさんの直前会長であります

山本様に卓話をして頂きます。

山本様は株のスペシャリストです。

山本様、どうぞ宜しくお願い致します。

★ 桑名北ロータリークラブの直前会長山本様

※例題：「株式相場に対しての、私の心構え」

皆様こんにちは。昨年一昨年と、私の会長時から直前会長として地区大会開催までの足掛け２年間は、

友好クラブ締結。以来行田ロータリークラブ様には並々ならぬお世話になりました。当時会長の立場からして

当然とは思いますが、私にとって大変印象深く特別な１年でございました。クラブを代表して、また、私個人としても、

心から皆様に御礼申し上げます。特に昨年の桑名での友好クラブ例会では大変賑々しく盛り上げて頂き

会長の立場としての面目も保つ事が出来ました。また、2630地区地区大会に於きましても、小池パストガバナー

ご夫妻を初め会員の皆様の多くの登録を頂戴し、私、登録委員長の立場からも大変力強いご支援は

本当に心強いものがありました。おかげさまで地区大会も１０年足らず未熟なクラブですけれども、

多くの事を克服しながら何とか無事に成し遂げる事が出来ました事、改めてご報告をさせて頂き、

この件もクラブを代表してお礼を申し上げる次第です。

今日は交流例会訪問の卓話のご指名を頂き光栄に思う次第ですが、あえてお話するとすれば過去25年間株式

相場に対峙して参りました。「株式相場に対する実践に際しての、私なりの心得」と言うテーマで

本題に入りたいと思います。

１）相場に対する必勝に必要な心構え

２）犯してはならない注意する項目

３）実践に際してどのように買い、的確な銘柄を如何に選出するか

上記の内容に関して、大変詳しくかつわかりやすくご教授して頂きました。

山本直前会長様、ありがとうございました。

★ 卓話風景　桑名北ロータリークラブの直前会長 山本様



※ 山本憲作会長

本日は、大変お忙しいところ行田ロータリークラブまで卓話に来て頂きありがとうございました。

山本様におかれましては、大変貴重なお話をありがとうございました。

同じ山本でも、ここまで違うのかと思いました。 相場は相場に聞けと言う、名言もあります。

※ 中島捷二副委員長

正会員65名　

本日の出席者31名　

本日のメィキャップ者1名　

本日の出席率49.1％

中島捷二副委員長 反町清委員長

※ 反町清委員長

第2050回例会　　2008年1月24日

★山本会長 桑名北ＲＣ山本直前会長・水谷直前幹事お世話になります。

★武田幹事 桑名北ＲＣ山本様・水谷様ようこそおいで下さいました株を運用してみたいです。

★桑名北ＲＣ　
山本様・水谷様

例会訪問、今回で2回目です。卓話ご要請頂き大変恐縮しています。

★加須ＲＣ 河野様・
梅澤様・野本様

ＩＭのキャンペーンにお伺いいたしました。宜しくお願いいたします。

★鴨田会員 小山博様には今回も大変お世話になりました。今後もご指導の程お願い致します。

★小林会員 桑名北ＲＣ山本直前会長卓話ありがとうございます。水谷直前幹事ようこそ行田へ

★鈴木（貴）会員 明日、熊谷ＲＣにて「環境と自動車」というテーマで卓話をしてまいります。
ちょっとドキドキですがお時間のある方は聴きに来て下さい。

★中島会員 出席率の向上もさることながら出席できることの幸福をかみしめております。

★渡辺会員 加須クラブよりお三人お見え頂きありがとうございます。

★永島会員 ようこそ行田へ桑名北ＲＣ山本様水谷様昨夜はお二人のすばらしい美声を拝聴させて
頂きました。誠に楽しい時間を過ごした事、幸せです。

★冨田会員 山本様本日は卓話ご苦労様です。来週の清掃例会のご参加をお願い致します。

★小椋会員 桑名北ＲＣ山本直前会長、水谷直前幹事ようこそ行田へ　　　
申し訳ありませんが早退します。

★蔭山会員 小池さん良かったですね。でも入院していた割りには痩せてないかな

★蔭山会員 桑名北ＲＣの皆様ようこそ　残念ながら最後までお話を聴けず早退します。

★持田会員 昨日は桑名北ＲＣの皆様と楽しく過ごすことが出来ました。ようこそ行田へ　歓迎いたします。

★小池（利）会員
長い間例会欠席申し訳ありませんでした。桑名北より直前会長・直前幹事ようこそ行田へ　
今日の卓話宜しくお願い致します。

★湯本会員 桑名北ＲＣ山本直前会長様本日は卓話ありがとうございます。

以下同文

★
諸貫会員・小池（英）会員・小島会員・小山会員・大谷会員・植田会員・渡辺会員・武笠会員・

清水（義）会員・田山会員・小沢会員・滝田会員・清水（治）会員・小菅会員

★合計金額　　43,500円 



にこにこ報告 特別賞受賞者様

＊以下の方々が表彰となりました＊

№ 推薦会員氏名 賞名 推薦理由 例会 表彰作

1 永島 健雄会員 毎例会ありがとう賞
８例会中８回総てに
ご投稿戴きました
この快挙に！。

全例会

｢もったいない｣
地球は有限である
最大の新エネルギーは脱浪費。
無駄の排除を心がけましょう。

2 内山 俊夫会員 自慢ですね賞
２例会に渡り娘自慢がと
ても暖かく素直に会員全
員で喜べました。

2045例会
12/06
2046例会
12/13

娘が大学のミスコンテストで優勝し
12月に群馬県の大学ミスコンテスト
に出場します。
私に似てキュートな娘です。
娘がミス・キャンパスクイーンの
グランプリを授けました。
賞品は旅行券10万円です。妻と二人
で旅行に行こうと思っています。

3 小林 一好会員 ロータリーの在り方
を学べた賞

クラブ発展の影に長老会
員のご努力紹介に。

2038例会
10/18

10月16日のクラブ奉仕部門炉辺に
多くのパスト会長にご指導頂き
ありがとうございました。
行田クラブを「より良いクラブ」
にしましょう。

4 清水 義夫会員 親睦委員が喜ぶ賞
幹事さんありがとう。は、
何よりの労いですね。
親睦の姿を素直に表現。

2044例会
11/29

久しぶりに親睦旅行に参加し、
大いに楽しみました。
幹事さんありがとう。

5 小川 雅以会員 身近に人生を
楽しもう!賞

ビジネスに明け暮れる中
にあって"ゆとり"を忘れ
ない生き方

第2041回
11/08

・・・諸君　秋を楽しんでいますか？
仕事の帰り途、鴻巣駅から屈巣野村
経由で歩いてみました。
時間を十分に使いましたがもう
少し歩きたかった。

6 中島 捷二会員 歯車はまわるで賞

石川ガバナーの元ロータ
リアン一人ひとりの歩み
方を表現し、皆に感銘を
与えた

第2039回
10/25

..石川の

..清き流れに

..いよ

..歯車のめぐる

7 坂本 研一会員 俳人｢研水｣賞 詠み返せば卓話が
蘇えります。

第2039回
10/25他

　七施説く　会長のはら　げたの雪
　商いは　喜びの道と　見つけたり
　水のごとき　対器説法　めかにくぎ


