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2009-2010 国際ロータリーテーマ

「ロータリーの未来は
あなたの手の中に」

第 四 回　例会 　卓話　行田市商工会議所　会頭：鈴木秀憲様

★ 点鐘

★ ロータリーソング斉唱 第4週 奉仕の理想

★ 四つのテスト

★ 来訪者紹介　　 冨田 久雄会長

★ 会長報告　 .....冨田 久雄会長

★ 幹事報告　 .....持田 朋春幹事

★ 委員長報告

★ 本日の卓話

★ 謝辞　　　　　　　冨田 久雄会長

★ 出席・スマイル報告

★ 点鐘

★ 来訪者紹介 　★ 冨田 久雄会長

行田市商工会議所会頭、鈴木秀憲様。そして世界遺産サポーターの会 事務局であります、新井俊夫様です。

それから交換留学生の成川瑞希様と、お母様の成川智美様でございます。

★ 会長報告 　★ 冨田 久雄会長

皆様こんにちは。会長報告を申し上げます。本日もご参加ありがとうございます。

今週も色々な出来事があったようで御座います。昨日は46年ぶりの皆既日食と言う事で各地で感動の場面が

報じられていたようであります。関東では曇りがちで殆ど見えなかったようであります。

また山口県では大雨による土砂災害があり、大きな被害が出ているようであります。

そして竜巻で、車が何百メートルも吹き飛んだり自然界も大荒れであります。

政治の世界も大きな変化で、今年の8月は誠に暑い夏になるようであります。

ぜひ良い方向に変わってほしいもので御座います。お蔭様で当地では何の災害もなく暮らせる事、そして毎週順調に

例会が開催出来ます事に心から感謝しなければ成らないと思っております。

さて、本日は４つのテストを歌で唱和いたしました。歌がある事を先日気付きましたので、早速行わせて頂きました。

皆様如何でしょうか。良ければ毎週行いたい思います。それでは本日は3つの事を申し上げます。

1つ目は前回の例会でも紹介致しましたが、「ロータリーの友」での繋がりで卓話に来ていただける事になった、

宇都宮西ロータリークラブ所属で東京都港区で赤枝六本木診療所を経営しています、赤枝先生の事であります。

期日は8月20日に来ていただけることに成りました。そして「SEXが地球を滅ぼす」と言うテーマだそうであります。

どんな内容なのか全くわかりませんが、是非ご期待をして頂きたいと思います。

2つ目と致しまして、過日18日土曜日に、今期第1回目の職業奉仕部門セミナープログラムが本庄商工会議所内の

商工会館で開催され、当クラブから私と稲垣職業奉仕委員長そして地区の職業奉仕委員長であります、

渡辺榮一パスト会長の3名で参加致しました。3連休の初日とあって各地大渋滞でありまして大変遅れた方も

居たようでしたが、何とか予定通り進行出来たようであります。～会長報告 次のページへ続く～



～会長報告 続き～
当日は加藤ガバナーの基本方針としての、「忘れられた部門・・・職業奉仕の復活」と言うテーマで素晴らしいお話を

聞くことが出来ました。続いてパネルデスカッションがあり、我が渡辺職業奉仕委員長もパネラーとして、大活躍を

なされました。今日はこの後、奉仕の第2部門である職業奉仕について渡辺榮一地区委員長からお話を頂ける事に

なっていますので、どうぞご期待ください。

そして3つ目と致しまして、来月8月は会員増強拡大月間であります。会員増強の碓井委員長を中心に、全会員一丸と

なって新会員の勧誘に力を注ぎたいと思います。一人一社運動と言う事で推薦をお願いしたいと思います。

是非とも8月6日の理事会に提出して頂きますよう宜しくお願い申し上げます。以上で本日の会長報告を終わります。

★ 幹事報告 　★ 持田 朋春幹事

皆様こんにちは。本日は世界社会奉仕世界遺産委員会

（めざせ世界遺産　さきたま古墳群）卓話講師行田市商工会議所会頭で

あります、鈴木秀憲様をお迎えしております。鈴木様、宜しくお願いします。

また国際奉仕青少年交換学生の成川様、親子でご来訪して下さいました。

歓迎致します。今週も週報（行田RCホームページ）をお持ち致しましたので

是非ご覧になって下さい。今年度より例会出席の返信をお願いしております

が、まだまだ確認の取れない方が居ります。

毎週月曜日の午前中までに（事務局専用メール）返信をお願いします。

１）7月18日、地区職業奉仕セミナーが開催されました。

２）7月21日、行田さくらロータリークラブさんへ冨田会長と私、持田で

...表敬訪問して参りました。7月30日には、新井会長と島崎幹事が

...来訪予定となっております。

３）(次世代のための世界の平和のために活動するロータリークラブ)のDVDを地区より小山ＰＣが頂いて参りましたので、

....後日上映致します。

４）来週7月30日(夜間例会)は、行田市市長工藤正司様の卓話です。例会終了後に、懇親会がございます。

　　お楽しみにしてください。以上　幹事報告でした。

　★ 委員会報告

※ 職業奉仕委員会　渡邉榮一副委員長

7月18日開催された地区の職業奉仕セミナーに参加した

稲垣功一委員長に代わりまして副委員長の渡辺が

参加報告を申し上げます。当日は色々アクシデントが

重なり遅刻者続出でしたが、会場は満席で出席義務者の

欠席はありませんでした。セミは『忘れられた職業奉仕と

は』と云うテーマで開催されました。

今年度ジョン・ケニーＲＩ会長は、ロータリー独特の職業奉仕

への取り組みを重点事業として強調しています。

ＲＩも変わったのでしょうか。

ロータリーの哲人といわれたシェルドンは、ロータリーの創立当時の経済的に荒れ果てたシカゴでも、繁栄した商売を

続けている商店があるのに気が付き、調べてみたらお客のために役立つ道徳的な経営をしていると言う共通点があること

が分りました。これがロータリーの原点であるといっても過言ではないでしょう。今こそロータリアンは職業奉仕をしっかり行

い、その道徳的な基準を高めて社会のためにも、延いては自分の職業の繁栄と永続のために努力すべきではないでしょう

か。当クラブでも稲垣功一委員長の下で改めて職業奉仕となんだろうと考え実践したらよいと思います。



※青少年交換委員会　武田和則委員長

8月22日（土）に、ブラジルより交換留学生が参ります。

そして8月14日に、成川瑞希さんがブラジルに行きます。

今日は成川さん親子に来て頂いておりますので、

ご挨拶の程宜しくお願い致します。

～～成川瑞希様～～ ～～成川ともみ様～～

今回ブラジルに派遣させて頂く事になりました、

成川瑞希と申します。今まで勉強してきた事を生かして、

1年間頑張って勉強してきたいと思います。

8月14日に日本を立つ予定です。最初は言葉が通じないと

思いますので、言葉があまり必要としない折り紙等を利用し

て、コミュニケーションを図れたら良いと思っています。私は

今回ブラジルに留学出来る事により、色んな勉強をしてこれ

からの人生に役に立つ事が出来たら良いと思います。

娘が来月よりブラジルに旅立ちます。留学するにあたり

この１年間勉強をしてきたとは言え、まだまだ高校生です。

実際１年間ブラジルで暮らさなくてはならないので、

一生懸命に頑張ってほしいと思います。

１年後、また皆様の前で親子して元気な顔で

お会い出来たらと良いと思います。

　★ 本日の卓話　　　　　　　　　　　　　　行田市商工会議所　会頭：鈴木秀憲様

～めざせ世界遺産　さきたま古墳群～（世界社会奉仕委員会担当）

めざせ世界遺産　
..今年のRIテーマ　THE　FUTURE　OF　ROTARY　IS　IN　YOUR　HANDS

めざせ世界遺産！　第２ステージ
..早期実現を目指して、世界遺産運動をさらに推進すると共に、
..みんなの手で町全体を活性化しよう。

世界遺産を目指す過程で
..国指定の特別史跡への格上げ申請の準備をしている

..日本遺産・アジア遺産登録も考えられる

世界遺産登録推進活動
..世界遺産登録推進事業は主として官が行う

..世界遺産登録推進運動は主として民が行う

世界遺産登録推進事業
..古墳群の歴史的研究・保存・復元

..古墳群及び周辺の整備

..上記２項目の円滑な推進　　～卓話　次のページへ続く～

鈴木秀憲様　卓話風景



　　～卓話　前ページより続き～

世界遺産登録推進運動
..官（県）が行う事業を支援するサポーター活動

..サポーターの数は強い影響力あり

地区を挙げての社会奉仕事業
..前々年度は、めざせ世界遺産を地区で取り上げ、現地見学会と研修会を行った

..前年度は、各クラブへキャラバンに行った（行田ＲＣ・行田さくらＲＣ・吹上ＲＣ）

本年度は、地区組織に世界遺産登録推進委員会が設置された
..未実施クラブへキャラバンすると共に、第2770地区へもキャラバンを行う

..各クラブに「各地の文化財を発見・磨いて地域活性化する」事を提案

世界遺産登録推進活動と並行して
..埼玉県が世界遺産登録推進を睨んだ事業

..１．県の博物館は地道に古墳の調査を行っている　

..２．さきたま古墳公園整備事業が進んでいる

..３．旧忍川沿いの遊歩道整備（さきたま古墳群～古代蓮の里）を年度内に行う

世界遺産登録推進活動と並行して
..地元としては世界遺産登録推進を活用した地域活性化を行う

..１．世界遺産活動を活用した街づくり

..２．世界遺産活動を活用した市域活性化

古墳群を生かした街づくり
..市内各観光資源との連携　古墳群と連携した広域観光エリアの創造

..古代蓮の里エリア、　水城公園、　忍城エリア、　足袋蔵と旧市内

..八幡山古墳・聖徳太子木像等市内に重要文化財を活かす

..武州忍領三十三観音巡りの新設

市内各産業との連携
..特産品アピール、土産物開発、キャラクターグッズ販売

..水と緑あふれる街づくり

..地域での植栽、職場での植栽

..観光ルートと交通アクセスの整備

..徒歩ルート・ドライヴルート、JR駅からの直通バス

古墳群を活かした市域活性化
..各地商店会の活性化

..土産物の開発、イベント実施

..各地自治会の活性化

..花や樹木の植栽、地域清掃、生け垣協定、看板協定

観光地としての広報
..県内外自治体・JTB等旅行業者。JR等の鉄道事業者

..受け入れ体制の充実

..観光ガイドの充実・地域での受け入れ・接客研修・接客コンテスト

着眼大局・着手小局
..夢を夢だけで終わらせないで、目標として実行しよう

..志は高く、実行は着実に

会場風景

　★ 謝辞　冨田久雄会長

鈴木様、本日は大変お忙しいところ

ありがとうございました。

我々も受身ではなく、積極的に世界遺産登録を

目指して頑張っていきたいと思います。



　★ 出席・スマイル報告

.★ 出席状況報告...............................................　　　　　稲垣功一委員

T ・ 正 会 員 数 55名

A ・ 85年規定承認者 14名

A ・ 理事会欠席承認者 1名

P ・ 本 日 の 出 席 者 28名

B ・ 各承認者の例会出席者 6名

MU ・ 本日のメーキャップ者 4名

本 日 の 出 席 率 69.6％

.★ にこにこ報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　稲垣功一委員

● 鈴木秀憲様 卓訪をさせていただきます。宜しくお願い致します。

● 冨田会長 鈴木会頭　本日は宜しくお願い致します。39期派遣生　成川瑞希さん頑張ってください。

●持田幹事 鈴木会頭　卓話ご苦労様です。成川様ようこそ行田RCへ歓迎いたします。

鈴木（貴）会員 本日は親父が御世話になります　有り難う御座いました。

● 武田会員 成川さんようこそいらっしゃいました　ブラジルでは良い経験をしてきて下さい。

● 小林会員 山口県防府市に災害お見舞い申し上げます。

● 渡辺会員 郷土の先輩江利川猛厚生労働事務次官が明日退官されます。長い間ご苦労様でした。

● 永島会員
鈴木会頭本日はご苦労様で御座います　歴史の宝庫行田に在沖していることは幸せです。

7月25日埼玉と行田の絵馬について多久根様の講座があります。

● 湯本会員 お蔭様で当社では、今月(7月17日)ISO　９００１を取得することが出来ました。

● 大野会員 申し訳御座いません　早退させていただきます。

● 諸貫会員 少し遅れます　申し訳ありません。

● 小池（英）会員 鈴木会頭　卓話ご苦労様です。

● 以下同文

武笠邦之助会員　小菅克祥会員　石塚喜助会員　山本憲作会員　清水義夫会員　

内山俊夫会員　小椋　剛会員　　古沢勇治会員　清水治雄会員　境野登章会員　

鴨田　武会員　小沢　瑛会員　柿沼孝枝会員　武井　茂会員　　碓井勝也会員　

小島一男会員　斉藤恭一会員　宮内廣介会員　稲垣功一会員

● 本日のニコニコは、35,000円でした。ありがとうございました。（順不同にて報告しました）

★ 点鐘


