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☆ 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　 .....蔭山好信会長
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☆ 本日の卓話 .. .山本憲作会員

☆ 出席・スマイル報告

☆ 点鐘

★ 会長報告　　　 蔭山好信会長
今月は世界理解月間です。各国間の理解を深めるためには国際交流をもっと盛んにする必要がありますが、残念ながら

多くの日本の若者は内向的な姿勢であります。その様な中、経営再建中の日本航空のシンボルであった鶴丸マークが

復活されることとなりました。この日の丸をモチーフにした、赤い丸の中に鶴がデザインされている鶴丸マークの復活は

日航マン(ウーマン)の誇りとするところであり、現役の社員ばかりでなく、多くのＯＢ・ＯＧも大歓迎しているとのことでありま

す。これを機に日航社員の心意気がひとつとなり、一刻も早く国策航空会社であった日本航空が再建されることが期待さ

れます。ところで飛行機といえば、最初に有人飛行を成功させたのはライト兄弟であることは皆さんよくご存知のことと思わ

れます。この1903年に行われた快挙でありますが、ライト兄弟が開発した「フライヤー号」は一人乗りであり、実際に登場

していたのも一人であったということは、ご存知でしょうか。では二人一緒に飛べないとしたら、ライト兄弟のうち兄と弟の

どちらが最初に飛んだのでしょうか。この話は、あまり知られていないと思います。

答えは弟のオービルで、次に兄のウィルバーが乗り、交互に操縦して合計4回の飛行に成功したとの事であります。

やはり一般的な兄弟に見られるように、長男は慎重な性格で弟は冒険心に富んだやんちゃな性格であったということなの

でしょうか。いずれにいたしましても名誉は兄弟で分かち合うということで、ライト兄弟による有人飛行の成功という話に落

ち着いたとの事であります。

★ 入会式

※　新入会員紹介　湯本茂作会員

野口さんと井上さんを行田ロータリークラブの推薦を

させて頂き、本日めでたく入会の運びとなりました。

ご挨拶をお願い致します。

～入会式 次のページに記載致しました。～



～入会式 前のページより続き～

※　野口新会員

私は埼玉県警でお世話になっておりましたが、3年前に独立しました。住まいは加須です。

皆様にはこれからお世話になると思いますが、ご指導ご鞭撻の程、どうぞ宜しくお願い致します。

※ 井上新会員

私は行田市の忍で仕事をしております。出身は、神奈川県の大和市です。夫の転勤で福島県の郡山市に行き、その後の

転勤で行田市に来ました。自分で仕事をしたいと常々思っておりまして、それが現実になったのが、行田市に来てからで

す。私は11年前に大病を患いまして、香りを楽しむ・・・これらに心が癒される事を感じました。今は夫と実母と１人娘と、ポ

メラミアンとちわわのワンちゃんとで住んでおります。これから皆様のお力をお借りして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。ありがとうございました。

★ 結婚・誕生祝い

結婚祝い 誕生祝い

～結婚・誕生祝い 次のページへ続く～



～結婚・誕生祝い 前のページより続き～

※代表して、古沢勇治会員にご挨拶をして頂きます。

私は結婚して39年経ちました。

女房は、ロータリーには協力的です。

先週のカラオケ例会も一緒に出て、楽しんで参りました。

私は晩酌が好きでして、女房と一緒に晩酌をしながら

話をするのが好きです。

これからも、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。日本海側では大雪の被害が報告され、まだまだ寒い日が

続きますが、庭の水仙の芽も出てきて春の息吹が感じられるようになりました。

早く温かくなるといいですね。

本日、野口会員と井上会員が新しく入会致しました。

親睦委員会に所属していただき、今まで培われた経験を発揮して頂きご活躍を

期待いたします。それでは幹事報告をいたします。本日理事会が開かれました。

※前回議事録承認の件

※3月プログラム承認の件

（年度計画とは、異なり一部変更になっておりますので御注意下さい）

※第27回行田市鉄剣マラソン大会協賛について

※行田ものつくり大学を結ぶコンサ－ト後援依頼の件

※地区役員推薦依頼の件　以上、すべて承認されました。

1月29日、地区ガバナー主催の日豪青年相互訪問。オーストラリアチームウエルカムパ－ティガ開かれ、柿沼会員・

鈴木会員が出席いたしました。

2月17日は、夕刻例会でアイトピアに於いて午後４時点鍾ですので、お間違いの無いようお願いいたします。

尚、白河ロータリークラブさんとの交換卓話で、小崎会長エレクトの卓話です。お楽しみに。

同日、第4回の親睦ゴルフコンペが熊谷ゴルフクラブにて行われます。多数の御参加お待ちしております。

最後になりましたが、お願いがございます。例会や炉辺会合等の出欠に関してですが、必ずお返事をお願い致します。

また出席のお返事を頂いた後に都合が付かなくなった場合は、料理等会費の無駄使いになりますので、

速やかに（3日前までに）事務局または幹事までご連絡をお願い致します。以上幹事報告でした。

★ 本日の卓話　 　　　　　　　　　　　山本憲作会員



皆様こんにちは。本日は卓話の機会を与えて頂きありがとうございます。アナウンサーは標準1分間に300字の速さで

しゃべるそうです。30分の卓話ですと、400字詰め原稿用紙で22枚もの量になります。話術の名人といわれた徳川夢声さ

んは、1分間に150字で実に間の取り方が素晴らしかったそうです。私も話が止まったら、話すことを忘れたのではなくて

間を取っていると思って、聞いて下さい。今日は節分です。明日から春です。通常は春夏秋冬の順番で言いますが、人生

の順番はひとつの見方として冬から始まります。冬は玄冬といって色で表すと黒です。つぼみです。春は青春と言って、

青です。夏は朱夏と言って、赤です。人生の真っ盛りです。秋は白です。北原白秋と言う詩人がいましたね。締めくくりで

す。私には、秋が来るとは思いませんでした。永遠の美女、吉永小百合さんが、年を感じた時はいつですかと尋ねられた

時、それは涙が縦に流れた時と答えたそうです。そう言えば、私も横に流れなくなりました。万有引力でしょうがないですよ

ね。節分と言えば私今は行っていませんが、不動岡の総願寺に何年か行きました。豆まきに行くとお金の威力が良くわか

るよ勉強になるよと、誘われました。本堂で祈祷をし、そのあと豆をまくわけですが、豆よりもお菓子やお金を包んでまくほう

が、喜ばれます。大勢の人々が、自分の方に寄って来ます。落ちたものを拾うのに頭を下げて拾うわけです。お金をまくと、

何も言わなくても人は寄って来たり命令しなくても頭を下げます。これが全てでは無いですが、ある意味経済活動だなと改

めて感じました。桃太郎が鬼ヶ島に、鬼征伐に犬・猿・きじが付いて行ったのも、おこしにつけたきみだんごをあげたからだ

と思います。金太郎は、熊と相撲とつていた。きみだんごがなかったのかな？6日知らずの人にはぜひ豆まきを経験しても

らいたいと思います。6日知らずとは、6日目からは手を開かなくてはなりません。握っていたものを離さなくてはいけないケ

チの事です。禅宗の中に放下と言う言葉があります。持っているものを離す。そうすると、もっともっと大きい物が掴めると言う

事です。目標は高くですね。昭和20年8月15日終戦。そして翌年、21年8月7日に私は生まれました。新憲法公布の年に

生まれたと言う事で、私は憲作と名づけられました。私どもの契約者様に易を見る人がいました。こんな素晴らしい字画を

持った人は滅多にいない。行田にいるのが不思議なぐらいだ。と、いつも誉められました。階段を昇るが如く歳を重ねて参

りましたが、人生の中で自分が癌になるとは思いませんでした。絶対自分は、自分だけはならないと思っていました。小泉

純一郎元首相がかつて言っていた言葉の中で、「人生には3つの坂がある。上り坂と下り坂と、もうひとつまさかの坂があ

る」と言うのがあります。まさに去年はまさか坂に当たってしまいました。私の職業はまさかの坂に対応する仕事です。国は

国民の安全と安心ために国防費使います。私達は家庭と会社の安全を守る為に、保険に加入します。保険は生活の防衛

費ですのでしっかりとつけましょう。防衛産業の一翼を担っています。私どもの会社のモットーは、「保険を通じて社会に貢

献する」です。ちなみにガン保険に加入していたお陰で、助かりました。男の厄年は42歳と62歳とかいいますが、62歳頃

から体は注意したほうが良いですね。急に変調しだしました。皆様のご参考になればと思い、前立腺がんについてお話し

ます。去年2月に、PSAと言う血液検査受けました。その結果、4を超えて7.5でした。4月29日30日に、入院検査で細胞を

取って調べました。5月14日に夫婦できて欲しと言う事で、病院に行きました。先生にガンでしたと言われた時、頭がガー

ンとしました。妻はポカーンとしておりました。私は先生に、自分がガンですか？本当ですか？と問い直しました。12箇所

から細胞を取って、6箇所からガン細胞が見つかりました。それも悪質度が高いのです。グリーンソンスコアーが５+4で9も

あり、10が一番悪いのでかなり悪いですよと言われました。治療方法として、ホルモン療法・放射線治療・手術があり、山本

さんの場合は手術が1番良いと言われました。早くて7月1日手術と言われました。その時の私は、蔭山年度のスタートの

日だと思いました。最初から休んでしまい申し訳ないなと思いました。周りの人にガンの話をすると、色々な情報が入ってき

ました。そのひとつに、重粒子放射線治療が効果があると言う事がわかり、千葉県稲毛にある独立行政法人放射線医学総

合研究所に予約を入れました。6月14日、午前9時に予約をしました。費用は先進医療で保険は効かず、約300万円かか

るとパンフレットに書いてありました。手術が出来るとしても9月以降との事なので、断念しました。2週間の入院で無事退院

し、6か月経過して現在は順調との事です。情報を発信すると、それなりに情報が入ってくるものです。アンテナを高く立て

て感度を良くしておけば、情報をキャッチする事が出来る事も学びました。私の話を聞いてPSAの検査をして、２人の方に

ガンが見つかりました。手術し、助かったよと感謝されました。ぜひ皆様も50歳を過ぎたら、PSAの検査をして下さい。

中には慌ててPTAをして下さいと言った人がいたそうです。ました。～卓話 次のページへ続く～



～卓話 前のページより続き～
自分の役割は、情報の発信する事だなと思いました。今後5年間、3ヶ月に１回の割合で血液検査をし、経過の観察をする

との事です。ロータリーの年度が変わる度に2年3年と数えられ、忘れなくて都合がいいなと思いました。次に趣味のお話を

してみます。色々とやりましたが、詩吟・尺八・タップダンス等です。今も趣味として残っているのは、ゴルフと都都逸です。

都都逸の好きなところは、言葉遊びです。感心するような句がたくさんあります。ただ今の人は文化が違うので、意味がわ

からないと言う人が多くなってきています。例えば、「入れて下さい痒くてならぬ私ばかりが蚊帳の外」「入れてもらえば気

持ちが良いが、いやにきがねなもらい風呂」「庭の万年青との卵の殻が増えて恥ずかし新所帯」等々、「蚊帳」とか「もらい

風呂」とか、「卵」が昔は精力剤と言われていたと言う事がわからないと面白くないかもしれません。この時期の都都逸に、

こたつでふざけりゃ浜辺のあそび足で貝掘ることもある。文化ですねー。三味線があればいいんですが、残念です。ゴルフ

は今真円打法を研究中です。永遠のテーマです。目的を持って練習して、いつ結果が出るのか楽しみです。2月17日の

ゴルフコンペを、楽しみにしています。ロータリー活動については、私の年度に提案して出来た行田市民大学ですが、理

事長の内山さん理事の永島さんのお陰でまもなく3期生を迎えます。詳しくは、内山さんが卓話をして下さると思います。こ

れからは、プロバスクラブの設立に向けて頑張ります。市民が参加の事業は、楽しみですね。行田で生まれて行田で育ち

、行田の土となる男です。仕事は勿論の事、社会奉仕もやり続けたいと思っています。宜しくご指導の程、お願い申し上げ

ます。最後に、雨は天から涙は目から火事は心の油断から。この時期、火には特に気を付けましょう。

保険のご用命は、「保険のやまもと」へ。ありがとうございました。

★ 出席・スマイル委員会 

★ 出席状況報告...............................................　　　　　　橋本一雄委員

T ・ 正 会 員 数 58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 38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 3名

本 日 の 出 席 率 77.3％

★ にこにこ報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　橋本一雄委員

● 蔭山会長 井上さん、野口さん、ようこそ行田RCへ。大歓迎します。

● 稲垣幹事 野口様、井上様入会おめでとう。山本様卓話ありがとうございます。

● 井上新入会員 新入会員です。お世話になります。

● 野口新入会員 今日からお世話になります。素敵な出逢いありがとうございます。感謝！！

● 大野会員 の誕生祝いありがとうございます。

● 柿沼会員 主人の誕生祝いありがとうございます。

● 湯本会員 新入会員（野口一信様・井上真弓様）を紹介させて頂きました。宜しくお願い致します。

● 冨田会員 井上様・野口様、御入会おめでとうございます。大いにﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌを楽しんで下さい。

● 武井会員 井上会員・野口会員、入会誠におめでとうございます。ﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌを楽しんで下さい。

● 小林会員
野口さん、井上さんようこそ。これからはロータリーの絆で結ばれます。宜しくお願いします。
今晩は恵方巻きが楽しみです。

● 小川会員 新入会員の井上会員・野口会員、ﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌを楽しんで下さい。

● 山本会員 卓話お世話になります。

～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～

● 黒渕会員 山本憲作会員、本日卓話ありがとうございます。

● 境野会員 山本様、卓話楽しみにしています。

● 武田会員 山本憲作パスト会長、卓話ありがとうございます。

● 大谷会員 山本さん卓話ご苦労さま。

● 小山会員 山本会員の卓話、心待ちにしておりました。

● 山田会員 山本会員卓話ごくろうさま。

● 清水（義）会員 山本会員卓話ご苦労様です。ユーモア有るお話期待してます。

● 永島会員
横田様のおかげで埼玉県SKIPシティ街開き８周年記念に「忍の浮き城」の映画会が２月５日に
川口で開催されます。定員３００名が満杯です。

● 持田会員 お陰様でカラオケ大会優勝出来ました。有りがとうございました。

● 中島会員 今日は豆まきです。夕方孫と一緒に行うつもりです。春らしくなりました。

● 阿部会員 早退いたします。

● 鈴木（克）会員 早退させていただきます。

● 以下同文
碓井会員・福島会員・小椋会員・古沢会員・宮内会員・坂本会員・鴨田会員

横田会員・小池会員・清水（治）会員・渡辺会員・倉持会員・岡田会員・橋本会員

● 本日のニコニコ　５７,０００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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