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第２１９１回 第 二 十 六 回 例会 （2011年1月13日）

☆ 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　 .....蔭山好信会長

☆ 入会式

☆ 幹事報告... ....稲垣功一幹事

☆ 委員会報告

☆ 本日の卓話

☆ 出席・スマイル報告

☆ 点鐘

★ 会長報告　　　 蔭山好信会長
皆さんこんにちは。本日は今年初めての単一例会です。今年も昨年同様、よろしくご協力の程お願いいたします。

さてここのところ、心温まる話が新聞・テレビ等のメディアを賑わせております。それは昨年12月25日に、前橋の群馬

中央児童相談所に「伊達直人」名で、真新しいランドセルが10個届けられたことを契機として、各地の児童 養護施設等に

「伊達直人」名によるランドセルや学用品などの援助が続いていることです。この「伊達直人」と言う 名前は、私のような

団塊の世代であるとすぐにピンと来るのですが、ご存じない方のために説明いたしますと、 梶原一騎原作辻なおき作画に

よる「タイガーマスク」という1968年から「ぼくら」という雑誌に連載が始まった漫画の 主人公で、人気が高まるにつれ掲載

紙が変わり、最後は少年マガジンであの「あしたのジョー」や「巨人の星」と 共に連載され、後にアニメ化もされ、かなりの視

聴率を上げておりましたので50歳前後の方も良く知っていると 思われますが、伊達直人は「ちびっこハウス」という孤児院で

育てられ、虎の穴という悪役プロレスラー養成所に スカウトされて、厳しい修業の後、タイガーマスクとしてプロレス界にデ

ビューいたしますが、当初は虎の穴の指導 通り、残虐の限りを尽くす反則魔でありました。虎の穴にはファイトマネーの半

分吸い上げられますが、残った ファイトマネーのほとんどを伊達直人として「ちびっこハウス」への支援に使ってしまうという

、心優しき人物であります。 しかし「ちびっこハウス」の立ち退き問題解決のため等多額の資金が必要となったことや孤児

たちがタイガーマスクが 正義の味方となることを望んでいることを知り、虎の穴と決別し、以降虎の穴が送り込む刺客と戦い

続けるという 物語です。また現実のプロレス界にも、この人気に載ったタイガーマスクが登場し、初代の佐山聡の

人気は絶大な ものとなり、２代目の三沢光晴は残念ながらリング状の事故で亡くなってしまいましたが、マスクを脱いでも看

板 レスラーとして活躍しておりました。ちなみに「巨人の星」の原作者も梶原一騎であり、「あしたのジョー」の原作者名は

高森朝雄ですが、これは梶原一騎の別のペンネームですので、総て梶原一騎の原作ということになります。

この梶原一騎という人は、私生活においては色々問題があったと聞いておりますが、漫画原作者として、これほど青少年に

夢と感動を与えた人はいなかったのではないかと感じ入っているところであります。その様な梶原一騎の 与えた感動が、亡

くなってから２２年も経過した今もなお余韻として残り、今般「伊達直人」が登場したものと思われ ますが、「伊達直人」という

名を用いるのは、タイガーマスクを良く知る年代の人達であり、この様な50歳以上の人が 孫の様な子供達のために善行を

行い、そしてそれに日本全国の心ある人達が共鳴して、同様の活動に及んでいる ということは実に素晴しい現象であると

思います。しかしながらプレゼントがランドセルや学用品だけに、 4月を迎えると、この「伊達直人」現象が消滅する怖れが

あります。この様な素晴しい現象が一過性のものとして 終了しないことを願うところでありますが、もっと積極的に

この善意の和の広がりを終了させないために、 ロータリークラブとして何かできることはないのかと考えてしまいます。

もちろん単一クラブの活動では無理ですので、 地区や日本ロータリーといった規模で、何かできないかなと考えている

昨今であります。ということで、まことに気分 良く会長報告を終わります。



★ 入会式

※紹介者より、新入会員のご紹介　山本憲作会員

倉持さんは昭和32年に生まれ、現在は行田給食センターにて理事長の職に付いておられる方です。

皆さんご存知の通り、お兄さんがさくらロータリークラブに所属しております。倉持さんは、行田の経済界のリーダーの

１人ではないかと思っております。今後は行田ロータリークラブの柱となって、頑張って頂きたいと思います。

※ 倉持新会員
倉持と申します。まだまだ何もわかりませんが、どうぞ宜しく

お願い致します。先輩より、商売のPRをどんどんしろと言う

事で、多少お話をさせて頂きたいと思います。私が籍を置い

てます給食センターとは、富士見工業団地の中にあります。

営業は、今年で47年になります。開始当時はファミリー

レストランもないしコンビニエンスストアもない時代でした。

事業所向けのお弁当と言う事で事業を始めましたが、

今では幼稚園や学校給食などもやっております。

今の時代では美味しい食事は当たり前の事で、私どもでは

（安全）にも気を使い食事を作っております。私の父も兄も、

ロータリーアンです。私なんぞは・・・と思っていましたが、

ご縁があり入会させて頂いた以上、１日でも早くなじんで

頑張っていきたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

★ 幹事報告　　　　　　　　　　　　稲垣功一幹事
皆さんこんにちは。先週の三クラブ合同例会大勢御参加いただき、多いに

懇親が深められホストクラブとしての役割を果たすことができ、感謝いたします

。また親睦委員の皆さん、早くから御協力いただき有り難うございました。

本日入会の倉持好二郎会員、御入会おめでとうございます。

親睦委員会にてますますの御活躍をお願い致します。

それでは幹事報告をいたします。本日11時より1月の理事会が開かれました。

報告事項といたしまして、クリスマス例会収支報告と前期（2010年7月～12

月）収支報告が行われました。審議事項といたしまして前回理事会議事録

承認の件ですが、（２月プログラム承認の件）（新入会員推薦の件）

（退会者承認の件）が審議され、全て可決致しました。

新入会員推薦は、野口一信様です。株式会社サンクチュアリ）の、

代表取締役の方です。

事業内容は保険代理店で、お住まい会社ともに、加須市礼羽です。それからもう１人ですが、井上真弓様です。

株式会社アロマグレ―スの代表取締役の方です。事業内容は、教育事業販売サ―ビスで、お住まいは行田市忍です。

以上2名です。異議ある方は、次週例会の20日までに事務局まで申し出てください。

1月6日、行田商工会議所の新年会に小林副会長が出席いたしました。

9日、諸貫会員のお見舞いに伊奈のがんセンタ―に行きました。とても元気で、2月初めに退院出来そうだとの事です。

4月頃になれば、例会に出席出来るかと思います。～幹事報告 次のページへ続く～



～幹事報告 前のページより続き～　　

11日にプロバスクラブ設立準備委員会の委員会が、八王子プロバスクラブのメンバーの杉山様をお招きし開かれました。

12日、親睦委員会の炉辺会合が開かれ、親睦旅行の企画案等の検討致しました。

........親睦委員で楽しい旅行を企画しておりますので、お楽しみにお待ち下さい。

1月27日、夜間例会ですが、通常例会終了後に懇親会としてカラオケ大会を行います。

........参加人数に余裕がございますので、奥様等お誘いの上、御参加をお待ちしております。

2月17日の例会ですが、初めての試みで16時の開会とさせて頂きます。白河ロータリークラブとの交換卓話で、

........白河クラブさんが来訪予定となっています。

ガバナー補佐事務所より、ＩＭの案内が来ております。日時は2月26日（土）13時登録・受付で、全員登録となって

........おります。後ほど御案内をさせて頂きます。

ガバナー事務所より日豪青年相互訪問オーストラリアチームウエルカムパーティーの御案内と、地区大会記念

........チャリティーゴルフコンペの案内が届いております。開催日は3月28日で、場所は川越カントリークラブです。

........申し込みは、坂田委員長までお願い致します。

行田さくらロータリークラブさんより創立35周年記念式典の案内が届いております。以上幹事報告でした。

★ 委員会報告

※ 小澤瑛会員

先日は、たくさんの方にご会葬を頂き、ありがとうございまし

た。そしてお手伝いをして頂いた方、ありがとうございます。

身近の人から良い葬儀だったよと言って頂き、ロータリーク

ラブのありがたいさも感じた次第です。親孝行をしたい時は

親はなしと言いますが、母とは前の晩も一緒に食事をしまし

た。そろそろ寝るよと言うのが、最後の言葉となってしまいま

した。話は変わりブライダル委員会の委員会報告ですが、

先日登録して頂いた方が先月無事に婚約をしました。

皆様の身近にも独身の方がいらっしゃるようでしたら、

ぜひご登録の程宜しくお願い致します。

※ 雑誌委員会　宮内廣介委員長 ※ プロバス委員会　山本憲作委員長

ロータリーの友の紹介がありました。

昨年の12月17日に、プロバスクラブ実行委員会が設立

されました。5月28日に、設立総会を予定しております。

1月17日には、発起人の理事会を開きます。

皆様のご協力を、どうぞ宜しくお願い致します。

※ 広報・会報委員会　境野登章委員長

27日の夜間例会ですが、カラオケ大会と言う事でご案内をさせて頂きましたが、所謂夜間例会です。

その後懇親会として、カラオケを歌いたい人に歌って頂くと言う夜間例会です。

会場は騎西町ですが、市営駐車場と湯本会員の湯本ホテルより送迎バスが出る予定となっておりますので、

バスを利用して頂きぜひご参加の程宜しくお願い致します。



※ 親睦委員会　阿部克也委員長

5月19日～21日と、二泊三日で親睦旅行を行う事が決まり

ました。行き先は、黒部アルペンルートです。

3月に親睦委員会で下見に行ってきますので、宜しくお願い

します。話は変わりまして、親睦委員会の方からも、

今月27日のカラオケ大会に多数参加して頂くようお願い

申し上げます。

★ 本日の卓話　 

.......水と共に歩む行田市の未来..................永島健雄会員

●古代から中世・さきたま古墳群
1）埼玉県の名称の由来、幸魂と稲荷山古墳から発掘された金錯銘鉄剣115文字。日本最古の文字の解明を探求する。

2）最も大きな丸墓山（麻呂墓山）の円墳か、前方後円墳か、学術的探求をする。

3）麻呂墓に東南あった西行寺、調子麻呂伝説。なぜ、消滅したか。

4）日本の古代史東国のさきたま古墳群被葬者の探求をする。

●忍城（成田時代・徳川時代）

1）忍城の歴史的価値を市民が関心を持ち学び、情報を発信する。

2）北河原の中条堤。須加の井沢弥惣兵衛、元入公園見沼代用水等歴史的価値。

3）のぼうの城難攻不落、忍城・水城の設計は如何になされたかの探求をする。

●これからの行田が未来に託すもの 21世紀は水戦争の時代ともいわれる。
1）東京都民・埼玉県民の命水甕で武蔵大堰・武蔵水路に脚光し重要である事実を情報発信する。

2）埼玉県が提唱する。サイクリングロ－ド。「ぐるっと埼玉」見沼代用水ル－トと荒川・利根川ル－トの2コ－スを完成し

荒川～武蔵水路～利根川～関宿～江戸川を結び東京都民を呼び寄せ行田市の歴史文化を体験させる。

3）古代蓮タワーの観光有効活用し、関東平野の中心地で平らで高齢化社会に適応した生活しやすい街である事と、

富士山～秩父連山～浅間山～谷川岳～日光連山～筑波山等を一望できる。

（行田駅～蓮タワー～麿墓山～埼玉古墳～忍城～中条堤～武蔵大堰）など。

4）古代小針遺跡住居後を有効活用する。ゴミ焼却場所の再検討し、小中学生に古代の体験ゾーン等の場を提供する。

5）忍城を中心に、清流を復元し水城の緑豊かな水辺空間を実現する。

（東照宮北側整備～忍城～市役所と中央小東側道路に清流を通し～水城公園～佐間天神～正木丹波「高源寺」

佐間行田中学校の通学道路に清流～古墳公園～古墳裏元荒川に船を運航し～古代ハス公園の周遊コース実現をする）



★ 出席・スマイル委員会 

★ 出席状況報告...............................................　　　　　　清水治雄委員

T ・ 正 会 員 数 56名

A ・ 85年規定承認者 12名

A ・ 理事会欠席承認者 0名

P ・ 本 日 の 出 席 者 37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 3名

本 日 の 出 席 率 80.0％

★ にこにこ報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　清水治雄委員

● 蔭山会長 あけましておめでとうございます。今年も６月までよろしくお願いします。
倉持さん入会おめでとうございます。

● 稲垣幹事 倉持さん入会おめでとうございます。永島会員卓話有難うございます。

● 杉山友一様 東京八王子プロバスクラブの杉山です。先日はお世話になりました。

● 倉持会員 本日よりお世話になります。よろしくお願いします。

● 山本会員 昨年１２月１８日娘が結婚しました。一安心です。

● 小林会員 ２人目の内孫が１２月に生まれました。大変うれしいです。永島様卓話有難うございます。

● 小沢会員 先日の母の葬儀にご会葬いただき有難うございました。心より御礼申し上げます。

● 武井会員 倉持様入会おめでとうございます。同文、渡辺会員、黒渕会員

● 富田会員 永島会員卓話有難うございます。同文、小菅会員、小山会員、湯本会員

● 石塚会員 清水治雄会員行田RCのクリスマス例会ゴルフ優勝おめでとう。

● 持田会員 風邪をひきました気をつけましょう。

● 内山会員 行田市郷土研究に熱心な永島会員卓話有難うございました。

● 永島会員 本日は卓話の時間をいただき有難うございます。
行田市の古代、中世、現代、未来に行田市の地形を生かしましょう。

● 清水義夫会員 新年おめでとうございます。今年も良い年を祈念して。

● 以下同文

大谷会員、島田会員、宮内会員、小椋会員、横田会員、橋本会員、武田会員、

大野会員、斉藤会員、小島会員、境野会員、阿部会員、鴨田会員、坂田会員、

石渡会員、岡田会員、崎会員、清水治雄会員

● 本日のニコニコ　７０,０００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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