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第２１58回 　　　例　会　　　　（2010年5月6日）

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 十 回　例会　　国際ロータリー第2570地区　地区協議会報告

★ 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

★ 四つのテスト唱和

★ 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

★ 国際ロータリー第2570地区　地区協議会報告

★ 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。いよいよ5月に入りました。今年度もあと2ヶ月ということでございます。

次の年度に上手く繋げるべく残された事業、しっかりとこなして行きたいと思います。

次年度の色々な準備に重なってくると思われますが、最後までどうぞ宜しくお願い申し上げます。

さて、皆様過日のゴールデンウイークはいかがお過ごしでしょうか。私にとってこの時期は「さきたま火祭り」に参加する事。

また、この祭りを通じて多くの出会いと学びを頂きました。この祭りが終わりますと、埼玉地区もいよいよ新年度が本格的に

始まるような雰囲気になって参ります。一生忘れることが出来ない思い出がいっぱいです。

今日はこの火祭りの原点をちょっとご紹介したいと思います。この祭りは、これまで埼玉県民の日の協賛行事として

行田市内で「古墳まつり」として行われておりましたが、昭和60年今から25年前1985年11月に埼玉地区に引き継がれ、

第１回さきたま火祭りが行われたわけで御座います。第3回目から、4月の29日今の「昭和の日」になりまして、第9回から

現在の5月4日になったわけであります。メインテーマは今も続いておりますが「古代のロマンと神話への誘い」であります。

まず「神話への誘い」については、古事記に載っているものの中から物語は始まっております。天照大神の孫であります

「ニニギノミコト」と大山積見神（おおやまつみがみ）の娘、神阿多都比売命（かみのあたつひめのみこと）またの名を

「コノハナサクヤヒメ」と婚姻、ニニギノ命に一夜の交わりで妊娠したのを疑われた「コノハナサクヤヒメ」が疑いを晴らすた

め、産屋に火を放って、その中で「海幸彦」と「山幸彦」を無事に出産したとあります。このシーンが「神話への誘い」

つまり産屋炎上であります。もうひとつの「古代ロマン」については、あの「金錯名鉄剣」が関係してきます。

この鉄剣の持ち主であろうと言われた、「オワケの臣」を登場させようと言うわけです。

神武天皇から25代目の雄略天皇に使えたとされている「オワケの臣」が鉄剣を持って大勢の従者をたずさえ降りてくる。

これを我々は「御神火下り」言っております。祭りを盛り上げるということで丸墓山からも御神火を加えより盛大にもって

いきまして、これを「古代のロマン」と言うわけでございます。30分も燃え続けるたいまつ、何回も改良を重ね今の形が

出来上がったわけであります。............................................～会長報告 次のページへ続く～



～会長報告 前のページより続き～

ちなみに、たいまつの材料は出来るだけ木綿を使い一本のたいまつには幅20センチで長さ15メートルの生地を硬く

まいてあります。そして当日、一本のたいまつには約１リットルの灯油を使用していますので、全部で約400リットルの灯油

が燃える事になります。皆様には協賛広告と言う事で、長年ご協力頂いており、改めて心から御礼申し上げます。

益々盛況になっていく「さきたま火祭り」を、今後も応援していきたいと思っております。

なお、本日の例会は先日行われました「地区協議会の報告会」となっております。

蔭山会長エレクトよろしくお願い申し上げます。以上で会長報告とさせていただきます。

★ 渡邊栄一会員
今回頂きました賞は、私の38年のロータリー生活の中でレベルの高い知識を得る事が出来ました。

皆様に感謝申し上げます。それから先ほどの理事会で承認されましたが、今年度いっぱいで退会をする運びと

なりました。息子が今年51歳になりましたので、私の後に息子が行田ロータリークラブにてお世話になれたらと思います。

皆様、どうぞ宜しくお願い致します。

★ 結婚誕生祝い

結婚祝い 誕生祝い

結婚誕生祝いを代表して、宮内廣介会員に一言ご挨拶をして頂きたいと思います。

5月4日に、72歳になりました。

昔に比べると、体力が落ちてきているのを感じます。

先日は、阿部接骨院のスポーツジムべアにも入会しました。

本日は、お祝いを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、地区協議会報告例会となります。

蔭山会長エレクト、宜しくお願いします。

前回の例会は、スポーツクラブ　ベアへ企業訪問して参りました。

阿部克也会員、大変お世話になりました。

また、熊谷西ＲＣ創立35周年記念式典・祝賀会に、当クラブでは45周年にあたる

武田会長ノミニーと一緒に出席して参りました。

大変素晴らしいキングアンバサダーホテル熊谷でした。

5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）5月6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。

２）6月5～6日、姉妹クラブの白河ＲＣ児童交流会企画案が承認されました。

３）6月1日、行田さくらＲＣ『我らの生業』発刊記念例会のご案内が来ました。

４）5月4～5日に、大谷浩一会員のご夫人であります秀子様のご葬儀がございました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。

５）来週5月13日（木）の例会は、行田ロータリークラブ第7回職業奉仕会員卓話『私の生業』になります。

...会員卓話の発表者の方、宜しくお願いします。

★ 委員会報告

※親睦委員会　小椋剛副委員長

来週の水曜日12日に、結婚祝いの日帰り旅行を行います。

市民体育館跡地駐車場にて、午前9時30分集合出発と

なっております。会費は会員が8,000円で、会員の奥様は

5,000円となります。

皆様のご参加を、お待ち申し上げます。

※姉妹クラブ委員会　大野年司委員長

城中ロータリークラブの23周年の地区大会がありました。

ご訪問させて頂きました。それから6月5日～6日と、

行田・白河児童交流会が開催されます。皆様のご参加を、

お待ちしております。

★ 国際ロータリー第2570地区　地区協議会報告　蔭山会長エレクト　



～国際ロータリー第2570地区　地区協議会報告内容～

4月17日・18日に本庄市民会館での地区大会に参加した後、4月25日に埼玉工業大学での地区協議会に、

幹事エレクトの稲垣さん、クラブ奉仕委員長候補の武田さん、職業奉仕委員長候補の大野さん、社会奉仕委員長候補の

横田さん、国債奉仕委員長候補の小管さん、新世代というか青少年交換委員長候補の柿沼さんと財団・米山委員長候補

の清水治雄さんが参加し、地区からは小池英輔さん、諸貫さん、山本さん、内山さんが役員として参加いたしました。

集まった54ロータリークラブの中では、深谷クラブの会長エレクト・幹事エレクトの双方が女性であった事が注目され、

ロータリーの変化や時代の変化を感させてもらいました。午後からは部門別研修会に移り、私は会長部会ということで、

真下パストガバナーから、「ロータリークラブ会長としてのリーダーシップ」と題した24項目に亘る研修を受けておりました

が、当日は雲ひとつ無い澄み切った青空で、風もない穏やかな一日でありましたので、真下パストガバナー自体も、

こんな良い日に屋内で研修するのだから、充分に研修の実を挙げて欲しい旨述べられており、なにやら外での活動が

望ましい口ぶりでありました。ロータリーの何処かの規則に、地区協議会と地区大会は連続して開催してはならない旨

定められていたと思いますが、その逆で地区大会の後に地区協議会を開催するのであれば、当年度の集大成と次年度に

向けての研修ということになりますので問題ないと思われます。地区大会・地区協議会を通じて感じたことは、随分と地味

になったということです。帰ってから、当クラブが地区大会を開催した2000～2001年の資金収支計算書を引っ張り出した

ところ、収入実績額が91,149,584円であり、繰越金が11,254,700円もありました。これに対して今年度の決算額は

57,667,059円で、繰越金も26,405,587円にとどまっており、収入にして3,350万円、繰越金にして860万円もの差が

生じており、地区協議会において承認された今年度予算も、前年度決算を反映した5,218万円と言うもので、ロータリーが

直面している厳しい経済状況を、如実に思い知らされた結果となりました。この経済的な逼迫状況は、2570地区の問題

ではなく、とりもなおさず各ロータリークラブの抱えている重大な問題であり、行田ロータリークラブも例外ではありません。

私は次年度が緊縮財政になる中での会長と言うことで、多少辛い側面はありますが、萎縮したロータリー活動を展開する

意思は有りません。これから予算案について幹事の稲垣さんと頭を捻って作成しますが、少ない予算の中で使うべきところ

には惜しまず使って、ロータリー活動を盛り上げようと考えております。やはりロータリーは楽しくなければ、ロータリーでは

ありません。しかしながらその反面、押さえるべきところは出費を押さえなくてはなりませんので、予算配分の少ない委員会

が出てしまうかも知れませんが、何卒ご容赦願います。また次年度の方針として、これまで何度も申し上げておりますが、

特殊な委員会は別として、委員長にはなるべく入会年数の浅い会員になってもらい、歴代のパスト会長を副委員長に配し

て、新人委員長を鍛えていただこうと考えておりますので、副委員長に指名されるベテランの方々にとっては大変面倒な

お願いではありますが、これまで培った知識・経験を生かされ、よろしく１年間ご協力お願いいたします。また新人の委員

長も副委員長から種々の示唆を受けるほか、積極的に地区へも参加してもらい、ロータリーに対する理解をより深めていた

だきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

★ 謝辞　冨田久雄会長

本日は、ありがとうございました。

次年度は、どうぞ宜しくお願い致します。

★ 出席・スマイル報告

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

T ・ 正 会 員 数 55名

A ・ 85年規定承認者 12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 4名

本 日 の 出 席 率 71.43％



★ にこにこ報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　中島捷二委員

● 冨田会長 誕生祝頂きありがとうございました。

● 冨田会長 渡辺パスト会長におかれましては今年度で退会ということで誠に残念です。
ぜひ息子さんに御入会をよろしくお願い致します。

● 冨田会長 次期会長蔭山エレクト本日卓話ありがとうございました。

● 冨田会長 ５月は日帰り旅行・親睦旅行等楽しい事業がたくさんございます。
体調を十分整えぜひご参加を

● 持田幹事 誕生祝ありがとうございます。
１２日結婚・誕生祝・日帰り旅行よろしくお願いします。

● 石渡会員 今年の稲苗の種まき本日完了しました。

● 永島会員 博物館友の会ご参加賜り誠にありがとうございます。
未加入の方はご入会をお願いします。今年は忍城の古地図を製作中です。

● 大野会員 桑名北RCとの交流ゴルフでは大変お世話になりました。おかげ様で準優勝させて頂きました。

● 小川会員 大谷会員夫人の御逝去を悼んで

● 小川会員 次年度会長様、先日は大変ごちそうさまでした。頑張って下さい。

● 小椋会員 誕生祝ありがとうございます。

● 小澤会員 渡辺会員、長い間良きご指導頂きありがとうございました、プロバスクラブの成功を祈っています。

● 小林会員 蔭山会長エレクト報告有難うございます。日中あせばむほどに成りまして夏が近いと
感じてきました、このごろです。

● 小菅会員 結婚祝ありがとうございます。

● 小山会員 さきたま火祭りは晴天に恵まれ、埼玉県知事(上田)にもご出席頂き盛大に挙行いたしました。
皆様の御協力心から感謝申し上げます

● 清水(義)会員 大谷夫人のごめいふく祈って

● 宮内会員 誕生祝ありがとうございます　今年５月４日７２才になりました。

● 山本会員 PSAの数字があがったので一泊二日で前立腺ガンの検査をしてきました５月１４日結果発表です、
皆様もPSAの検査をおすすめします。

● 渡辺会員
小学館の歴史週刊誌にのぼうの城が特集発刊されました、ぜひご覧下さい。
これ一冊で忍城のことが全てわかります。

● 内山会員 蔭山会長エレクト地区協議会おつかれ様でした

● 以下同文
阿部会員・稲垣会員・碓井会員・蔭山会員・鴨田会員・小池(利)会員・小菅会員

境野会員・坂田会員・清水(治)会員・武井会員 ・福島会員・古沢会員・山田会員・中島会員

本日のニコニコ　50,000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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