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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 二 十 二 回　例会　　第2570地区職業奉仕委員会　卓話者：渡邊榮一委員長

★ 点鐘

★ ロータリーソング斉唱　第2週　我等の生業

★ 四つのテスト唱和

★ 会長報告　 .....冨田 久雄会長

★ 幹事報告　 .....持田 朋春幹事

★ 委員会報告

★ 本日の卓話

★ 謝辞　　　　　　　冨田　久雄会長

★ 出席・スマイル報告

★ 点鐘

★ 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。今週の日曜日は、5月に予定しています親睦旅行の下見をして

参りました。山本副会長・蔭山会長エレクト・小島親睦委員長・小椋副委員長・武井副委員長、そして私を含めて

6名で行って来ました。京都方面を巡って参りました。とにかく参加いただく方々にご満足いただける企画をと言う事で

とてもハードスケジュールでございました。ロケーションは抜群だと思いました。しかし、宿が四つのテストに

合格していないのではと、大変危惧しています。決定は委員会でして頂きますが、とにかく皆さん一生懸命で

ございます。是非ご期待をして頂きたいと思っております。

次に、先週もお知らせした事ではございますが、今年度のメイン事業であります文化講演会についてのお知らせです。先

週の例会時にロータリーの友12月号を頂きましたが、横組みには各地区の地区大会の報告が載っています。

29ページには第2710地区の簡単な報告がありますが、二日目のメイン講演会の講師として藤尾秀昭氏が講演され

大変感銘を受けられたと言う記事が載っております。私たちも自信をもってお誘いしていけるのではないでしょうか。

チラシも完成いたしました。委員会のメンバーだけでは大変です。全員でお願いしたいと思っております。

是非宜しくお願い申し上げます。

次に、今月12月は家族月間になっています。RI会長のジョン・ケニー氏は、ロータリーの友にこんなメッセージを

述べております。「ロータリーの若い家族は未来を約束する」と言う事です。ローターアクトクラブやインターアクトクラブ

の会員、ライラの参加者、国際親善奨学生、毎年8,000人を越える青少年交換学生達です。

どのような家族もそうですが、これらの若者達は私たちの明るい未来を約束しています。いつの日かロータリーアンに

なってほしいと言うのが、願いであるようでございます。

そして各クラブにおいては、「可能な限り家族が参加出来る活動を企画し、歓迎することによって本当により大きな

ロータリー家族の一員であると実感して頂けるのではないでしょうか」と言っております。

来週のクリスマス例会こそ、「ロータリー家族」月間にふさわしいものではないでしょうか。

普段大変お世話になっている奥様をはじめ、家族の方々を多いに歓迎しなければ成らないと思っております。

大勢の参加をお願い致しまして、本日の会長報告とさせて頂きます。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。本日の例会は、小学生芸術劇場の予定でしたがインフルエンザの

流行に伴い残念ながら中止となりました。急遽職業奉仕委員会より渡辺栄一パスト

会長に卓話をお願いしておりますので、よろしくお願いします。

１）先週の行田ロータリークラブ年次総会では、次年度蔭山会長エレクト・

...次次年度武田和則会長ノミニーご苦労さまでした。幹事も結構大変しております。

２）12月8日第5グループ会長幹事会が加須RCのホストにて開催され、IMも無事に

...終了する事ができた事の、御礼を頂きました。また、DVDの製作をしておりますの

...でご期待下さい。

３）3クラブ合同賀詞交換会のご案内が、ホストクラブの吹上RCよりございました。

...平成22年1月6日（水）午後6時30分点鐘、アイトピアにて開催されます。

...出欠のご案内をメール・FAX等でお送り致しますので、早めにお返事をお願い致します。

４）来週12月1７日（木）の例会は、クリスマス例会になります。親睦委員会を中心にさまざまな企画を用意して

...おりますので、お楽しみにしてください。また、同日第3回行田RC親睦ゴルフコンぺが熊谷カントリークラブに

...おきまして開催されます。健康管理委員会の皆様、宜しくお願い致します。以上　幹事報告でした。

★ 委員会報告

特別委員会　山本憲作会員

2月に行われる文化講演会ですが、当クラブの大谷会員の

会社、三共社印刷さんにて立派なパンフレットを作って頂き

ました。2月11日、人間学を学ぶと言う事で文化講演会が行

われます。講師の先生は藤尾先生です。パンフレット配布

の件につきまして、この後2時より事務局にて会議を行いま

す。宜しくお願いします。

職業奉仕委員会　渡辺栄一会員

7月11日に、職業奉仕セミナーに行って来ました。

地区の方では職業奉仕をロータリーの金看板としている

ようです。お手元にグループ討議発表要旨報告書がある

と思いますが、こちらを読んで頂き社内でも利用して頂けた

らと思います。

★講師紹介　稲垣功一会員

本日の卓話者は、当クラブの渡辺栄一パスト会長です。

略歴は、お手元の資料を参照して下さい。

では宜しくお願いします。



★ 本日の卓話 第2570地区職業奉仕委員会　卓話者：渡邊榮一委員長

テーマ「良い仕事して、良い人生しよう」

渡邊榮一委員長　卓話風景

創立43年を経過した行田RC が現在55人の会員で、伝統を守りつつ今を見つめながら活発なロータリー活動を続けられ

るのは、幾多の先輩たちや現役の皆様の英知と奉仕活動のお陰と感謝しています。引き続き今後も発展しながら永続し

ていくために、時代や環境に配慮しつつ易不易の法則に則り、運営指針の改善や会員のモラルの向上に努めていかなけ

ればならないと思います。そのためにはクラブの過去の事業経歴や事績、特にロータリーの理念に照らしたそれぞれの事

業目的について、検証することも必要ではないでしょうか。ドイツの元大統領ヴァイツゼッカーさんは退任のあいさつの中

で「過去に目を閉ざす者は、結局現在に盲目となる」と。ロータリーのみならず日本が今混乱しているのは、この言葉と大

いに関係があると私は思います。今回は急なことで十分な調査と整理ができませんでしたが、私の保存してあった事業経

歴書（担当責任者として関わった事業のみ）を活用し、上記の意図に部分的ながら添えるようお話をしてみたいと思います

。正確なことは他のご先輩にお願いしたいと思います。私は1973年1月、41歳のとき故鈴木金治郎氏と故小池甚太郎氏

の推薦により、大谷浩一氏、石塚喜助氏ら7名の方たちと一緒に創立8年目の当クラブに入会しました。当時の会長は小

池甚太郎氏（第7代会長）でした。

★1976年　行田ロータリークラブ（横田信三会長）幹事就任行田RC創立10周年記念式典と行田さくらRC認証状伝達式

...同時開催。行田さくらクラブは当クラブ10周年の記念事業として創立されました。

★1978年　RI第５分区　IM　開催（横田信三分区代理）実行委員長

...「地球環境問題」セミとフラメンコショウ開催。ロータリーとして日本で初めて環境問題に取り組んだと思います。

...アトラクションで本格的なフラメンコショウを上演、行田で初めて行われました。

★1981年　明治大学マンドリン倶楽部チャリティコンサート開催（小池英輔会長）実行委員長

...クラブ創立１５周年記念事業として、ヒルは市内中学３年生全員招待、ヨルは市民向けチャリティコンサートを開催、

...売上金は全て行田市教育奨励基金に寄贈しました、其後大会顧問に就任、延べ20年間継続開催しました。

★1984年　ふるさとを知る集い開催（今津辰之助会長）　社会奉仕委員長

...小学生1,000人招待、ささら獅子舞鑑賞、民話を聞く会、子供たちに伝統芸能と故郷の古い歴史に関わる民話を、

...学校の先生と一緒に影絵など手書きで作り、先生の朗読で児童に聞かせました。

★1988年　岡野俊一郎少年サッカー教室開催、講演会「サッカーと人生」開催（渡辺栄一会長）

...スポーツを通じて子供達に、体を鍛える、マナーとモラルを学ぶ、みんなで一緒に行動、生活することを体験する機会を

...提供、地元に国際的スポーツサッカーを普及させるため指導者のための講演会も開催しました。

★1998年　白河ロータリークラブとの友好クラブ締結　諸貫健一会長）姉妹クラブ委員長

...日本で最も行田に関心を寄せる人の住む白河は、いい町だった。その後行田市と白河市は姉妹都市になりました。

...会員交流も開始しました。

★1999年　白河ロータリークラブとの姉妹クラブ締結　（小山　博会長）実行委員長

...児童の交流事業、卓話講師交換事業、会員親睦交流が盛会になりました。

...～渡邊榮一委員長 卓話 次のページへ続く～



...～渡邊榮一委員長 卓話 前のページより続き～

★1999年　行田市市制施行５０周年記念　行田賢人講演会　連続３回開催

...（荒井忠男会長、小川雅以会長）実行委員長

...梅原　猛（行田市共催）、平石貴久、小島慶三、合田敏行，林　裕各氏により2000年まで順次開催

...行田市ゆかりの名士の貴重な講演会。行田市民の誇りと市民意識を大いに高めた講演会でした。

★2002年　国際ロータリー第2570地区　地区大会　開催　（小池英輔ガバナー）大会実行委員長

...ロータリアンの講演会、鼎談、新世代放談会、童門冬二氏の上杉鷹山に学ぶ講演会、西崎さんによる

...「ミュージカル・コノヤサクヤサクヤ姫」上演、有馬徹ノーチェ・クバーナの演奏、会員による茶会。

...こんな地区大会「見たことない」

★2003年　シャウマン先生（大正大学教授比較文化）の「ドイツ人から見た日本文化講演会開催」（長島隆行会長）

...実行委員長

...人類の平和の本は、互いの文化を認め合うことから始まります。

★2003年　ロータリー100周年記念事業委員会発足（長島隆行会長）

...ロータリー１００年委員長就任（２００５年まで、下記事業全て実施）ロータリー創立１００周年を祝福して、

...３年間にわたる記念事業が始まりました。

★2003年　行田ロータリー文庫設置と幼児と児童向けの絵本と児童書寄贈事業実施（湯本茂作会長）100年委員長

...子供の教育は、全て本を読むことから始まります、行田ロータリーの社会奉仕活動の第一は青少年教育支援である

...との方針から、読書推進活動の出発点としてこの事業は始まりました。

★2003年　志茂田景樹の読み聞かせショウの実施と読書推進活動の実施（湯本茂作会長）100年委員長

...小さな子どもたちが本を読みだすきっかけは、大人の読み聞かせが最も多いそうです。

...読み聞かせをボランティアで実践している志茂田さんに来ていただきました。

★2004年　第２回行田ロータリー文庫充実の為の児童書寄贈の実施（黒渕陽夫会長）100周年委員長

★2005年　平野啓子と渡辺雄一の「ドラマティックコンサート」（内山俊夫会長）ホスト

...児童が本に親しみ読書を始める環境作りのために、名作に親しみ興味をもつきっかけ作りに役立ち、

...題材の芥川龍之介作「走れメロス」が優れた教材であるということで選ばれました。

...上演は＜ピアノと語りのコラボレーション＞によって行われ、観客は大いに盛り上がりました。以上

★ 謝辞　　　冨田 久雄会長

渡辺パスト会長、本日は大変お忙しいところそして

貴重なお話を卓話をして頂きありがとうございました。

他クラブに行き名刺を出すと、大概「あ、渡辺さんのいる

クラブね」となります。

わが行田ロータリークラブでは、

渡辺さんのリーダーシップの元に行われている事業が多い

です。感謝すると共に、これからもご指導のほど宜しく

お願い致します。

★ 出席・スマイル報告

★ 出席状況報告...............................................　　　　　中島委員

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 8名

MU ・ 本日のメーキャップ者 3名

本 日 の 出 席 率 64.58％



★ にこにこ報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　中島委員

● 冨田会長 渡辺パスト会長、本日は卓話宜しくお願いいたします。

● 冨田会長 親睦旅行の下見に参加された皆様大変お疲れ様でした。
すばらしい企画でご案内できると思います、ご期待下さい。

● 持田幹事 渡辺パスト会長、卓話ご苦労さまです。

● 大谷会員 渡辺さん有難う

● 蔭山会員 渡辺さん、すいません早退します。

● 小林会員 渡辺様卓話有難うございます。師走に入り何かと慌ただしく成りました、忘年会が多いです、
皆様もお体をご自愛してください

● 小山会員 留学生イザベラ・メグミは長崎へ修学旅行に行きました。渡辺パスト会長卓話ありがとうございます

● 清水(義)会員 渡辺さん本日は卓話ありがとうございます。

● 武井会員 新睦委員会で京都旅行の下見に行って来ました、とても楽しい旅になりました。

● 福島会員 渡辺様本日の卓話ご苦労様です。

● 諸貫会員 渡辺栄一様、御苦労様です。

● 山本会員 渡辺様本日はありがとうございます、後輩を今後もご指導ください。

● 湯本会員 本日は渡辺会員様卓話ありがとうございます、楽しみにして居ります

● 渡辺会員 一昨日、高齢者免許更新のための事前講習会をうけました。
痴ほう症、体力、運動技術等全て合格しました。

● 中島会員 渡辺様卓話頂き有難うございます。勉強させて頂きます。増々御壮健であられます様に。

● 以下同文
稲垣会員・小澤会員・柿沼会員・鴨田会員・小島会員・武田会員・橋本会員

境野会員・坂田会員・齋藤会員・清水(治)会員、古沢会員

● 本日のニコニコ　31,000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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