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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 十 三 回　例会　ガバナー補佐訪問例会　行田さくらロータリークラブ　細井保雄様

★ 点鐘

★
国歌斉唱　君が代

ロータリーソング斉唱 第1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

★ 結婚・誕生祝い

★ 幹事報告　 .....持田 朋春幹事

★ 委員会報告

★ 本日の卓話

★ 出席・スマイル報告

★ 点鐘

★ 来訪者紹介 　★ 冨田 久雄会長

本日の来訪者は、ガバナー補佐の細井保雄様です。

さくらロータリークラブさん在籍、ガバナー補佐の

細井保雄様と、同じく行田さくらロータリークラブさんより

川辺秀夫様です。



★ 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。今年度もあっと言う間に三ヶ月が過ぎてしまいまして今日から10月です。

今月も出席率アップを目指し一生懸命頑張っていきます。

そして今年特に気になります「ニコニコ」ですが、お蔭様で9月も目標を達成出来たようであります。

ご協力を頂きました皆様に心から感謝申し上げる次第であります。今月10月も、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

それではまず、イザベラちゃんの近況報告を申し上げます。先週進修館高校のテニスクラブに入ったそうです。

ラケット、靴等は自分で買ってもらいました。とても楽しくやっているようであります。

また本日は、進修館の体育祭だそうです。イザベラはクラスの代表としてリレーに出るそうです。

さて、9月は新世代月間でした。最近感じることですが、交換学生として海外で一年間学び帰国されローテックスとしてオ

リエンテーション等のお手伝いをされているメンバーの方々の態度や言葉遣い等を見ますと、これから行く生徒と

比べると雲泥の差を感じます。この青少年交換プログラムの素晴らしさを感じます。新世代部門としてはその他に

インターアクト・ローターアクト、そして14歳から30歳までを対象にした、ロータリー青少年指導者養成プログラム

[ライラ]もあります。このライラは、ロータリーが実施する若者達の為の研修プログラムだそうです。

多くのクラブや地区では、14歳から18歳、19歳から30歳など、年齢層を絞って実施しているようであります。

ライラはリーダーシップ、よき市民、人間としての成長を強調しているそうであります。

どれも次代を担う若者の育成には欠かせない大事なプログラムではないでしょうか。

これからも多いに参加するべきであると思っております。当クラブから新世代部門のアドバイザーとして

小池パストガバナー。そしてライラ委員会の委員として、山本パスト会長がご活躍頂いております。

また先週は今年度始めてのクラブ協議会で、テーマを「クラブ運営に関しての長所と短所について」と言う事で、

会員の皆様から色々なご意見を聞かせて頂きました。誠にありがとございました。

まとめてみましたら長所が13項目短所が23項目と、数多くの意見が出て参りました。

長所については有難く受け止めさせて頂き、益々磨きをかけていくべきだと思います。

短所つきましては、内容を充分分析して今年度改善出来るものはすぐ手を打っていかなければ成りません。

長期計画になるものについては充分意見交換を致しまして、改善を図っていかなければならないと考えております。

本日来訪して頂いております細井ガバナー補佐様。そして10月15日公式訪問を予定しております

加藤玄静ガバナー様よりご指導とご助言を頂ければと考えております。最後に公式訪問についての感想とお願いで

ありますが、私もいろんなセミナーに出させて頂いて他のクラブの会長幹事にお会いする機会も多々ありますが、

もう既に公式訪問が終わったクラブの会長、そしてこれからと言うクラブの会長ではかなりの違いを感じます。

それだけ大変な事であると認識しているところであります。どなたかのコメントではありませんが、全員野球で

望まなければならないと思います。皆様のご理解とご協力を、是非とも宜しくお願い申し上げる次第でございます。

以上で会長報告を終わります。ありがとうございました。

★ 結婚・誕生祝い
結婚祝いを代表して、小池利昌会員にご挨拶を頂戴致します。

結婚して41年経ちました。女房は宇都宮出身ですが、大宮で結婚式を挙げました。

「知りたくないの」を歌い、笑われた記憶があります。以上です。ありがとうございました。



★ 幹事報告 　★ 持田 朋春幹事

皆様こんにちは。本日は第2570地区第5グループ細井保雄ガバナー補佐訪

問です。ようこそ行田ロータリークラブへ。歓迎いたします。

先ほどガバナー補佐懇談会が会長・幹事・会計の4名にて無事に済みました

事をご報告申し上げます。また本日の卓話よろしくお願いします。

先週はクラブ協議会（クラブアッセンブリー）で会員の皆様に行田ロータリー

クラブのクラブ運営やクラブ会員として 長所と短所について協議をしていただ

き、その結果をまとめて行田ロータリークラブの週報に乗せさせていただきまし

た。短所の改善についてはガバナー補佐・ガバナー公式訪問時に解決策を

議論します。皆様の貴重なご意見をいただき有難うございました。

１）ロータリー5クラブ親睦ゴルフ大会が11月6日金曜日に、行田ロータリークラブがホストにて鴻巣カントリークラブにて

...開催されますので皆様の参加をよろしくお願いします。目標は、もちろん優勝して連覇しましょう。

２）11月16日（ロータリー入会3年未満を対象とするセミナー）のご案内が、地区研修委員長

...浅田進様よりございました。詳細については再度ご案内いたしますが、対象者の方は出席をお願いします。

３）地区大会の案内が来ました。2010年４月17日18日の2日間にわたり、埼玉グランドホテル本庄及び

...本庄市民文化会館大ホールを会場として開催されます。

４）来週10月７日（木）例会は、NPO法人　ぎょうだスキルバンク金井定夫会長です。お楽しみにしてください。

...10月定例理事会が、11時より開催されますので理事の皆様よろしくお願いします。

５）例会出席の返信をお願いしておりますが、確認の取れない方が居りますので、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。以上　幹事報告でした。

　★ 委員会報告
※ 雑誌委員会　諸貫健一委員長 ※ 指名委員会　小林一好委員長
横組みの12ページ。誤った行動と言うのがあります。ここま

で言っていいのか？と言うような内容が書いてあります。

誤解のないように、全体を読んで頂きたいと思います。

次ページ、下から8行目、「私は次の事を言いたいと思いま

す。」と言うところも読んでみて下さい。～～以下略～～

指名委員会の方で改めて、会長に相応しい人を

推薦したいと思います。

以上です。ありがとうございました。

★ 本日の卓話　第2570地区第5グループガバナー補佐　行田さくらロータリークラブ　細井保雄様

細井保雄様 卓話風景です。～卓話内容は点鐘の次に掲載させて頂きました～



★ 謝辞　 

　　 　　　 　 　 冨田久雄会長

細井ガバナー様、本日は大変お忙しいところ、

ありがとうございました。体をご自愛して頂き、

ご活躍頂けるようご祈念申し上げます。

★ 出席・スマイル報告

.★ 出席状況報告...............................................　　　　　中島捷二委員

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 31名

B ・ 各承認者の例会出席者 8名

MU ・ 本日のメーキャップ者 4名

本 日 の 出 席 率 72.92％

.★ にこにこ報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　中島捷二委員

● 細井ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐様 お世話になります。

● 冨田会長 補佐訪問例会、細井様本日は大変おいそがしい中誠にありがとうございます。

● 持田幹事 細井ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、ようこそ行田ＲＣへ歓迎いたします。

● 内山会員 細井ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、ようこそ行田ＲＣへ

● 永島会員
これから7年かけて武蔵水路の改築がはじまります。83名の尊い命も失われています。
行田市のこれから100年も何もしなければこのまま計画どうりに進むのです。

● 大谷会員 細井様ご苦労さまです。（ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐）

● 小椋会員 細井ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐卓話ありがとうございます。

● 小澤会員 細井ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐様、本日はようこそ又、ｺﾞﾙﾌご指導お願い致します。

● 蔭山会員 細井ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ようこそ、遅刻しました。

● 小池(英)会員 細井ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐を歓迎して、ご指導の程お願いいたします。

● 小林会員 細井ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、公式訪問有がとうございます。
地区の運動会が今度の日曜日に行なわれます。反省会が楽しみです。

● 小山会員 細井ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ようこそ、行田を代表して大いに活躍して下さい。応援いたします。

● 清水(義)会員 細井様お役目ご苦労様です。

● 福島会員
細井ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐様ようこそ！昨晩武蔵水路改修工事に関する研修会を石の蔵「空華」に
おいて行われました。永島様ありがとうございました。

● 武笠会員 細井保雄様、卓話御苦労様です。

● 諸貫会員 細井ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐の来訪を大歓迎致します。御苦労様です。

● 山本会員 細井様いつも若々しいですね。本日はありがとうございます。

● 湯本会員 細井保雄ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐様、本日はご指導の程宜しくお願いします。

● 渡辺会員 細井様ごくろうさまです。ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問ありがとうございます。

● 以下同文
小池(利)会員、阿部会員、稲垣会員、碓井会員、大野会員、小島会員、境野会員

坂本会員、清水(治)会員、武井会員、武田会員、古沢会員、中島会員

● 本日のニコニコ　42,000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。）



９月分100%出席者を発表致します。

冨田会長 持田幹事 稲垣会員 内山会員 永島会員

大野会員 小椋会員 小澤会員 柿沼会員 蔭山会員

小林会員 小山会員 境野会員 清水(治)会員 清水(義)会員

武井会員 武田会員 福島会員 古沢会員 諸貫会員

山本会員 渡辺会員

★ 点鐘

★　卓話　

私にとってのロータリークラブ　　　　　　　　　　　　　　　ガバナー補佐： 細井保雄様

　行田ロータリークラブの皆様、今日は！私は行田さくらR.C細井保雄と申します。

本年度国際ロータリー2570地区第5グループガバナー補佐を務めさせて頂いております。

行田さくらロータリークラブの親クラブであります、そして小池英輔ガバナーを輩出した名門行田ロータリークラブ様に

訪問してこのようにご挨拶させて頂く機会を持つ事が出来まして大変光栄に存じます。

｠先程より冨田会長様、持田幹事様と歓談させて頂きました。事前にこの年度計画書を頂いておりました。

興味深く読ませて頂きました。会員の皆様が熱心にロータリークラブの事をお考えになっていると思いました。

会長、幹事様にいろいろ教えて頂きました。ガバナー補佐の仕事でいろいろな書類をチェックするわけですが、

行田RC様の皆様方の元、事務局様もしっかり整備そして管理されておりました。完璧でありました。

そのように加藤玄静ガバナーに報告いたします。私は貴クラブ様に訪問させて頂き、光栄であると共に

1日貴クラブの会員になって会員卓話をしているような気持であります。それは日頃より皆様方にお世話になり、

お付合いをして頂いているということもあります。又、私は行田さくらRCに入会して21年目となりますが、貴クラブ様とは

多くの合同例会を経験しております。又、多くの合同事業を一緒にさせて頂きました。

入会間も無い頃の貴クラブ様と行田ライオンズクラブ様、そして私共の行田さくらR.Cの合同事業

「明治大学マンドリン倶楽部行田演奏会」、皆様と一緒に実行委員会も10回近く開催して演奏会の当日迄

一生懸命やりましたが、大変印象的な出来事でありました。

大会顧問の渡辺栄一様にはいろいろご指導を頂き誠にありがとうございました。

私も第13回の実行委員会の幹事を務めさせていただきました。その時の渡辺栄一様の所感の一部でございますが

「各クラブから1年乃至2年の任期で選出された実行委員が本番を迎える頃には、同一クラブのメンバー以上に

仕事（奉仕活動）を通して親近感がわいてくるのは極自然のことであります。

会員相互の親睦と社会奉仕は両立をするものであることが体験的によく理解できる事例かと思います。」と

お話されました。又、市内の小学校6年生を対象とした「ふるさとを知る集い」これも合同事業でございました。

これも1年毎にホストを務める仕事でありました。

　貴クラブ様の年度計画書を参照しながらお話をさせて頂きます。

今年度R.I.会長ジョン・ケニー氏のテーマは、The Future of｠ Rotary is in Your Hands

「ロータリーの未来はあなたの手の中に」であります。2570地区ガバナー加藤玄静氏は、今年度のテーマを

「今を大事に」と致しました。～地区活動目標～ を8つ掲げました。

～重点プログラム～ を12掲げております。貴クラブ冨田久雄会長はこれらを受けまして、本年度運営方針を

「原点回帰」、サブテーマ「例会を楽しもう」とされました。

又、青少年交換留学をイザベル・メグミ・カワイさんを貴クラブ、吹上RC様、私共の3クラブで担当するわけですが

ありがとうございます。～卓話　次のページへ続く～



～卓話　続き（２）～

ロータリー文庫の充実ということですが、小林会長年度の昨年とその前々年度地区補助金を

利用して頂いて寄付して頂きましたが、地区の補助金も利用して頂きました。

又、組織表を見ますと地区の方へは諮問委員として小池パストガバナー、渡辺栄一職業奉仕委員長様、

諸貫元ガバナー補佐様を会員増強・組織委員会副委員長として、内山俊夫様はロータリー財団推進補助金委員会

副委員、山本憲作様をライラ委員会へ小林一好様を世界遺産登録推進委員会へ出向して頂き誠にありがとうございます。

第5グループの会長幹事の皆様と年間約6回の会合を開きますが、地区から講師を派遣して頂き、研修セミナーを

行ないますが、前回の会長幹事会では渡辺栄一職業奉仕委員長様に来て頂き、会長、幹事の皆様に勉強して

頂きました。次回の会長、幹事会は10月6日に開催されますが、新世代部門ライフ委員会より貴クラブの山本憲作様に

来て頂きご講演をして頂きます。よろしくお願い申し上げます。

ロータリー財団の寄付も米山奨学会の寄付も第5グループではトップであります。ありがとうございます。

地区の会員数の動向でございますが、7月1日が1,900名を割り込んでしまい、1,856名になってしまったそうです。

昨年の7月1日の年度始めの会員数が1,968名ですので、112名の減少となってしまいました。

年度の予算も1,950名で組んでおりますので、想定以上の差異が出てしまいました。

しかし、1,900名でも大丈夫なように予算を組んであるようです。

9月13日の話ですと1,880名になったそうです。次の西川年度には1,901名にしてバトンタッチしたいとのことでした。

本年度、ガバナー補佐を行田さくらR.Cでお引き受けしているわけですが、実はガバナー補佐の話も私共のクラブへ

鈴木ガバナーの年度の頃から要請が来ておりました。

4年延び延びになっておりましたが、「今回は第5グループの内では順番だから引き受けなくてはならない」という話に

なりました。なかなか決まらないわけであります。パスト会長会を開こうということになりまして、当日私は所用で欠席で

ありました。どうなったかと言いますと、無記名投票の互選になったわけであります。

翌日小澤誠邦元行田商工会議所副会頭から電話がありまして、「昨夜パスト会長会で投票で細井さんが

選ばれたんだからこれからすぐに会社に行くから」と言うわけでございます。ガバナー補佐の制度はDLP

（地区リーダーシッププラン）の創設により、以前の分区代理から引き継がれました。

広大な地区ではガバナーの仕事が大変なのでこのような制度が1996年に創設されたわけであります。観念して

引き受けました。後で矢澤大和さんは「往生際も良く引き受けてくれた」と行田さくらR.Cの皆様に紹介しています。

　100年に1度と未曾有の世界的な金融危機の影響によりまして、経済や景気の先行が深刻な状況となっておりまして、

これに対応するためにも固辞しておりました。事業も拡大基調で来ましたので、余計に忙しくなっておりました。

事業も何とか回っておりますので、よろしくお願い申し上げます。お引き受けしましたからには、一生懸命務めて参ります。

私は括定された第5グループ10クラブの管理運営をご支援する立場であります。

各クラブ様の年度計画とガバナーの公式訪問の手筈を調整し支援しなさい。又、各クラブを年4回訪問するように

ガバナー補佐要覧にも書いてあります。ガバナー補佐研修会というのがすでに4～5回開催され、そこでも指導されます。

それと各部門のセミナーには出席しなければなりません。これだけでも60回くらいにはなるかと思います。

ガバナー補佐を引き受けたクラブは、日本のロータリークラブではI.M (インターンシティ・ミーティング)都市連合会を

担当しなければならないわけでありますが、I.Mについてご案内、お願い申しあげます。

今年度のI.Mは１１月２３日（月）、勤労感謝の日でありますが、行田市のベルヴィ・アイトピアで開催いたします。

テーマは「夢・子供たちに遺すもの」であります。記念公演としまして「世界遺産について」ということで

埼玉県立さいたま史跡の博物館学芸主幹井上尚明様に講演をして頂きます。～卓話　次のページへ続く～



～卓話　続き（３）～

又、この第5グループの10クラブの中から代表で4クラブの皆様に「我がまち、まち遺産」と言う内容で約15分位ずつ

お話をして頂きたいと思っております。これはパワーポイントを使用して頂き、お話を頂いても良い内容でございます。

現在、熊谷で2クラブ、加須R.C様、羽生R.C様にお願いしようとしております。

私は本日ガバナー補佐の報告、挨拶のテーマとして「私にとってのロータリークラブ」というテーマでお話させて頂きたい

と思います。私はロータリークラブに入会して為になった事がいくつもあります。

人とお付合いすることによっての人に対する理解力、振舞い方、このような対応辞令、大変勉強になりました。

会長を務めまして毎週会長報告をしなければならないので、自己研鑽もしなければならないわけであります。

このような面でも大変自分の為になっております。会長を務めた時の会長挨拶の一部を披露させて頂きます。

テーマは「会社経営が90％以上成功する方法」でございました。

経営におきまして90％以上成功する方法というのがありますが、それを述べさせていただきます。

「3つの条件」と「3つの目的」というのがあります。

3条件ですが、経営者が1番目として勉強好き、これは死ぬまでだそうです。

2番目が素直であることだそうです。3番目がプラス思考だそうです。

この3番目でありますが、逆境に強いと私は考えます。これで70％成功するそうです。

3目的は1つ目が出来るだけ大きくなりたい、2つ目が出来るだけ儲けたい、3番目が世の為人の為だそうでございます。

この3目的が実行されますと20％が加算され、90％成功するそうです。

経営者の仕事は将来構想をつくる、執行管理、戦略的意志決定です。

将来構想はトップの野心から作るのが良い。過去はこうだから将来はこうなる、と言う構想よりも、大きくしたいとか、

儲けたいという野心からの将来構想の構築が良いようです。

執行管理はワンマン的執行管理が良い。大きな国でも企業でも、ワンマン的執行管理が良いようです。

戦略的意思決定はトップが“勘”でやるのが良いようです。勘というのは過去の経験の積み上げです。

しかも正しい経験の積み上げです。人間性という天地自然の摂理に合うような経験を積み上げて

正しい感が出来上がるようでございます。我々ロータリアンは90％以上、否、100％成功して落ちこぼれが出ないよう

皆で頑張りましょう。という会長挨拶をいたしました。

終わりにもうひとつ為になった話をさせて頂きます。10年ちょっと前のことでございます。

私達のクラブに鈴木貞二郎様という会員がいらっしゃいました。残念ながら体調が悪いということで退会されました。

鈴木貞二郎さんが私にカセットテープを持ってきて「これを聞いてみたら」と渡してくださいました。

そのカセットテープは約90分くらいの講演でしたが、為になった部分の一コマを発表させていただきます。

これはアメリカ S.M.I サクセスモチベーションインスティチュートというのがありますが、そこでの研究内容についての

講演でございました。現代社会の幸せ、幸福は6つの面の成功から成り立っている。

1番目が経済面で成功せよ。100人の内大成功した3人、3％の皆様は自分の目標を紙に書いて壁に貼っていた。

次の成功した10人は、いつも目標を頭の中に描いていた。

60人は普通の人。残りの27人は親子3代経済面では失敗していたそうでございます。

2番目が健康面で成功せよ。皆様も良くご存知の、アメリカのロックンロール・ミュージシャン、エルビス・プレスリー。

プレスリーは、心臓発作で急逝しましたが、そのときの体重は百数十キロだったそうでございます。

友人がプレスリーに忠告いたしました。「プレスリーさん、あなたはドーナツとペプシコーラと薬だけでは駄目ですよ。

もっと野菜を食べなくては！」するとエルビス・プレスリーは「What did you say?」おまえは何を言っているんだ！

俺を誰だと思ってるんだ！　と言って残念ですが42歳で急逝いたしました。～卓話　次のページへ続く～



～卓話　続き（4）～

3番目が家庭面で成功せよ。奥様も愛され子供様からは尊敬される、そのようなご家庭が成功といわれております。

4番目が対人面で成功せよ。これはいかに多く「NO」「それはいけませんよ！」と言って下さる友人を多く持つか。

これが成功と言われております。

5番目は、教養面で成功せよ。これは仕事の中からも学べると言われております。

6番目が最も大切と言われております。人格面で成功せよ。暖かい人柄、思いやりのある人柄、これが成功と言われて

おります。どうかロータリークラブの皆様方も、この6つの面で成功して頂き、幸せな人生でありますことを

ご祈念申し上げます。と言うように、私はロータリークラブに入会して幸せの6つの条件を教えて頂きました。

私にとってのロータリークラブは、FellowshipでもありServiceでもあり自己研鑽の場でもあります。

ガバナー補佐の仕事も有難い仕事であります。せっかくの機会でありますので、加藤ガバナーのテーマ

�今を大事に”一生懸命務めたいと思います。結びに、行田ロータリークラブ様の益々のご発展と皆様のご健勝を

ご祈念いたしまして私のご挨拶といたします。ご静聴ありがとうございました。
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