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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 七 回　例会　　白河ロータリークラブ 交換卓話　会長エレクト： 新妻真孝様

★ 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

白河ロータリークラブ様より、４名のお客様です。

行田さくらロータリークラブ様より、３名のお客様です。

★ 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。今期5ヶ月目の11月に入りました。今月もよろしくお願い申し上げます。

今月に入りまして朝晩めっきり寒くなり、いよいよ今年も寒い冬が一歩一歩近づいている感が致します。

また、今ですね、新型インフルエンザが非常に不気味な存在で大変心配の種でございます。

皆様如何お過ごしでしょうか。今月も元気にロータリーライフが楽しめる事を、心からお祈り申し上げる次第で

ございます。まず御礼を２点ほど申し上げます。10月のニコニコBOXでありますが、皆様のご協力によりまして、お蔭様で

嬉しい数字を出すことができました。心から御礼申し上げます。11月もまた、宜しくお願い申し上げます。

次に過日10月29日には、今期第2回目のゴルフ大会が行われました。ご参加頂きました会員の皆様には、心から御礼申

し上げます。特に担当の鈴木貴大委員には、担当幹事として大変お骨折りを頂きまして、お蔭様で大変和やかに

楽しく終了することが出来ました。本当に有り難う御座いました。今日はその時の嬉しさ悔しさを、ぜひニコニコで表現して

頂きたいと思っております。ご期待申し上げます。

さて、本日は大勢のお客様をお迎えしております。いよいよ今月23日に迫りましたIM（Intercity Meeting）の件で、

キャラバンとしてさくらＲＣの皆様、後ほどご挨拶をお願い致します。そして親愛なる姉妹クラブの白河ロータリークラブ

の皆様にも、交換卓話ということでご参加頂いております。特に会長エレクトの新妻様には、卓話者ということで

宜しくお願い致します。

さて、11月は「ロータリー財団月間」と言う事ですので、この財団について原点をちょっと考えてみたいと思います。

このロータリー財団は、国際ロータリーの6人目の会長アーチ・クランフ氏の提唱で、今から92年前の1917年に基金と

して発足、11年後の1928年の国際大会にて「ロータリー財団」と名付けられたそうであります。

活動の資金は従来の褒章枠（ほうしょうわく）方式が変わり、地区の一般寄付金額の50％が地区財団活動資金(DDF)

となり、残りの50％が国際財団活動資金(WF)に当てられるシェア・システムが採用されました。

この資金は寄付をした3年後に支出されるそうであります。

では先ほど出て参りました、シェア・システムについてご説明したいと思います。

年次寄付は3年後のプログラムの費用として保管しておきます。地区はプログラムを計画したり、奨学生の選考等の

活動をしていますが、この間財団は寄付金を投資したり、管理・プログラム運営・寄付増進費用として活用致します。

その結果、寄付金は一銭も残らず3年後にプログラムに使うことが出来るシステムであります。

当クラブとしましては、既に皆様から予定の約200ドル、日本円にして2万円をお預かりしておりますが、昨年は8名の

委員がポール・ハリス・フェローの認証を頂いております。余裕のある方には前回の米山に引き続きまして、

積極的なご参加をお願い申し上げます。以上を持ちまして、本日の会長報告とさせて頂きます。有難う御座いました。

★ 結婚・誕生祝い
結婚祝い 誕生祝い



★ 幹事報告 　★ 持田 朋春幹事

皆様こんにちは。先週は第２回行田ロータリークラブ親睦ゴルフコンペが

開催されました。阿部会員優勝おめでとうございます。そして参加されました

会員の皆様大変お疲れ様でした。またふじみ鮨さんでの表彰式まで設営を

頂きました健康管理委員会の皆様、ご苦労さまでした。

本日は、姉妹クラブ白河ロータリークラブ有賀弘会長ご一行様、ようこそ行田

ロータリークラブへ。歓迎いたします。

姉妹クラブ交換卓話を新妻真孝会長エレクトにお願いをしておりますので、

宜しくお願いします。例会終了後市内見学ののち歓迎会を５時から予定をして

おりますので、最後まで宜しくお願いします。

11月定例理事会が開催されましたので、承認事項をご報告申し上げます。

１）11月6日、ロータリー5クラブ合同親睦コンペが行田ロータリークラブのホストで開催されますが、

...参加者の方は連続優勝を目指してがんばって下さい。

２）11月12月プログラムが承認されました。メール・ＦＡＸ等でお知らせします。

３）11月23日「行田市市制施行60周年記念第九演奏会」協賛金承認されました。

４）第35回行田市菊花展賛助金承認されました。忍城で開催しています。

...また徳川三代忍城企画展も同時開催中です。今日の見学先にもなっております。

５）第18回行田ロータリークラブ会長杯争奪少年サッカー大会後援が承認されました。

...11月15日（日）行田市総合公園自由広場にて開催されます。

６）行田ライオンズクラブより11月28日平安閣に於いて松井直美チャリティディナーショーのご案内と

...支援のお願いがございました。

７）11月12日（木）行田三クラブ合同夜間例会が開催されます。

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。

行田ロータリークラブがホストクラブですので会員の皆様のご協力をお願いいたします。

★ 委員会報告

　職業奉仕委員会　稲垣功一委員長

社訓や家訓、おかげさまで３名提出して頂きました。

ありがとうございました。

　雑誌委員会　諸貫健一委員長

ロータリーの友、縦書きの１番うしろにIMの講演会での

お話があります。芭蕉は旅をして、松は松。竹は竹に習う

と言うのがあります。子供の事は子供に習えと言うのも

あります。～～～以下略～～～



　博物館友の会　永島健雄会員

現在36名の方が在籍しています。

皆さんの入会を宜しくお願いします。

　行田さくらロータリークラブ様

IMキャラバン

11月23日、こちらアイトピアでIMを行います。

今回は、我がさくらロータリークラブがホストクラブと

なります。行田ロータリークラブの皆様、どうぞ宜しく

お願いします。

★ 本日の卓話　 白河ロータリークラブ 交換卓話　会長エレクト： 新妻真孝様
今年になって65回ゴルフに行きました。最高スコアは、70台が出ました。

行田と白河の中間あたりで、一泊で両クラブの親睦ゴルフコンペが出来たらと思います。

僕は小学校中学校共に福島県内で過ごしました。大学は明治大学に行きました。

僕は旅行が大好きで、若い頃は白河～東京間を何回となく自転車で往復したりもしました。

今はちっぽけな不動産業を営んでおります。

ロータリーに入会させて頂き、色んな人たちと知り合いありがたい限りでございます。～～～以下略～～～

新妻真孝様　卓話風景

　渡辺様
正面には私と同じ職業の人もいるようですのでお話しにくい限りではございますが、お耳を塞いで頂けたらと思います。

いつもの事ですが、行田ロータリークラブさんを後にすると、「我々には行田ロータリークラブさんと同じような事は

出来ないね」なんて言っております。私は以前、日立製作所に勤めていました。たまたま私の叔父が住職をしていました。

ある時をキッカケに、自分の一生の仕事を見つけてみたいと思い、修行に入りました。

そして今現在に至っております。私は8年前に白河に来ました。職業分類から言いますと仏教となります。

ただ住職と言うのは、職業なのだろうか？とも思っております。～～～以下略～～～



★ 謝辞　

　　 　　　 　 　 冨田久雄会長

本日は、大変お忙しいところ卓話に来て頂き

ありがとうございました。

★ 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 7名

MU ・ 本日のメーキャップ者 2名

本 日 の 出 席 率 70.21％

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

● 白河ＲＣ会長エレクト
新妻真孝様

本日は４名でおじゃま致しました。次年度は大変お世話になります。

● 白河ＲＣ会長
有我　弘様

本日はメイキャップに参りました。過日の鹿島神社祭礼見学大勢の参加ありがとうございました。

●
白河ＲＣ次年度幹事
渡辺宗徹様

本日はお招きいただきありがとうございました。
拙い卓話でしたがご静聴ありがとうございました。合掌

● 白河ＲＣパスト会長
鈴木邦典様

久しぶり行田ＲＣ例会に出席させてもらいました。

● 第５Ｇ.ガバナー補佐
細井保雄様

先日のガバナー公式訪問、ガバナー補佐訪問　お世話になりました。

●
行田さくらＲＣ会長
新井啓介様

本日はお世話になります。ＩＭのキャラバンで参りました。
１１月２３日　ＩＭをよろしくお願いします。

● 行田さくらＲＣパスト
会長矢澤大和様

１１月２３日の当アイトピアでのＩＭ、よろしくお願いします。

● 冨田会長 白河の皆様　ようこそ！　歓迎いたします。

● 冨田会長 さくらＲＣの皆様、ごくろうさまです。ＩＭの大成功を祈ります。

● 冨田会長 １０月２６日第二回ゴルフコンペお世話になりました。

● 持田幹事 白河ＲＣ、有我会長ご一行様、ようこそ行田ＲＣへ！歓迎いたします。

● 阿部会員
先日の親睦ゴルフにてメンバーに恵まれ、優勝することができました。
ハンデが6になるとの事ですが、これからも精進し頑張りたいと思いますのでよろしく！

● 石塚会員
白河の会員の皆さん　ようこそ　歓迎申し上げます。
過日のお祭りの時は、大変お世話になりました。

● 内山会員 白河ＲＣの皆様　ようこそ行田へ。新妻様　本日卓話ありがとうございます。

● 永島会員
大野さん、３日還暦祝いおめでとうございました。
４日のゴルフ会では５９・６１と１２０でコースを回らせていただきました。

● 大野会員 白河の皆様　提灯祭の際は、大変お世話になりました。本日はようこそいらっしゃいました。

● 小椋会員 白河ＲＣの皆様　ようこそ行田へ。歓迎致します。

● 柿沼会員 第２回親睦ゴルフコンペに於いて、主人が大変お世話様になりました。

～ニコニコ報告 次のページへ続く～



～ニコニコ報告 前のページより続き～

● 蔭山会員 白河ＲＣの皆様　ようこそ！

● 黒渕会員 新妻様ようこそ！本日は卓話ありがとうございます。

● 小菅会員
新妻様　本日は卓話有難うございました。提灯祭の折には、白河Ｃの皆様には大変お世話に
なりました。有難うございました。

● 小林会員
新妻様、すばらしい卓話有難うございます。鈴木パスト会長、有我会長、渡辺様、
ようこそ行田へ！新妻エレクトのご活躍をお祈り申し上げます。

● 小山会員 白河の皆様　ようこそ！　心から歓迎いたします。

● 武井会員 新妻様　卓話ありがとうございます。また提灯祭には、大変お世話になりました。

● 武笠会員 新妻様　卓話御苦労様です。

● 諸貫会員
白河ＲＣの皆様、遠路の卓話　ありがとうございます。
夜の懇親会は地区増強委員会とダブってますので失礼させて頂きます。

● 湯本会員 白河の皆様　本日は御苦労様です。

● 渡辺会員 白河クラブの皆様　ようこそおいで下さいました。

● 以下同文
小沢会員、小島会員、鴨田会員、斉藤会員、境野会員、坂本会員、清水（治）会員

武田会員、山本会員、稲垣会員、古沢会員、中島会員、ゴルフコンペ会員

● 本日のニコニコ　71,000円 頂きました。ありがとうございました。（順不同にて報告しました。）

★ 点鐘
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