
会長：蔭山好信　/　幹事：稲垣功一 ： 例会日：木曜日

クラブ会報委員会 ： 午後 12:30開会

　　　　　委員長：境野 登章 ： 会.....場：ベルヴィアイトピア

　　　　　 副委員長：大谷浩一/ 古沢勇治

第２１９8回 第 三 十 三 回 例会 （2011年 3月 10日）

☆ 点鐘

☆ 国歌斉唱　君が代

☆ ロータリーソング斉唱　第2週　奉仕の理想

☆ 四つのテスト唱和

☆ 会長報告　 .....蔭山好信会長

☆ 結婚・誕生祝い

☆ 幹事報告... ....稲垣功一幹事

☆ 委員会報告

☆ 本日の卓話 　内山俊夫パスト会長
☆ 謝辞

☆ 出席・スマイル報告

☆ 点鐘

★ 司会者：阿部克也会員 ★ 点鐘　蔭山好信会長

先日は、私の母の葬儀に多数の方に参列して頂き

ありがとうございました。

★ 会長報告　　　蔭山好信会長
3週間ぶりの通常例会です。ＩＭをはさんで、変則的な日程となりまして申し訳ありません。

3月4日・5日と、富山に親睦旅行の視察旅行に行って参りました。 雪に埋もれた富山湾の景色も素晴しかったですが、

立山連峰の威容に圧倒されて帰って参りました。 詳しくは、持田副親睦委員長から報告があると思います。

また、3月8日には白河ロータリークラブを訪問し、 武田会長エレクト・阿部次年度幹事予定者の卓話を行なって参りまし

た。例会終了後、大黒屋さんで大歓迎 して頂いた事は、言うまでもありません。後ほど稲垣幹事から、その事に関しての

報告があると思います。 この間色々なニュースがあり、携帯電話を使った京都大学入試試験カンニング事件や前原外務

大臣の辞任、 大学生による幼児殺人事件等々と数えれば限がありませんが、何と言ってもニュージーランド・クライストチ

ャーチで 発生した大地震により、多くの方が命を奪われてしまったことが心を痛めるところであります。

この様な被害に会われた方々のご冥福を祈りますと共に、未だ身元不明の方の詳細が一刻も早く判明する事を 願うばかり

であります。このニュージーランドの大地震に対して地区からも「ニュージーランド地震災害義捐金について （お願い）」が

届いており、当クラブとしてもこの呼びかけに応じる予定でありますが、白河ロータリークラブや さくらロータリークラブでは

募金箱によって義捐金を集め、およそ２万ないし４万円を送金するとの事です。 私としては、この地震により多くの日本人

の方が被害に遭われたことに鑑みますと、4月に予定しておりました 夜間例会を通常例会に切り替える事により10万円以

上が浮きますので、その様なまとまった金額を義捐金として 送金したいと考え、先ほどの理事会において急遽提案いたし

ましたところ、全員一致で可決して頂きました。 ～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～

夜間例会で皆さんと酒を酌み交わす事は本当に楽しいのですが、

大地震の被害に遭われた方々のために 皆さんに夜間例会を１回だけ我慢していただき、10万円ないし15万円を義捐金

として送りたいと考えておりますので、 会長の専断的な考えを押し付けて申し訳ありませんがその様なことで対処させてい

ただきますので、 宜しくご理解の程お願い致します。以上で会長報告と致します。

★　結婚・誕生祝い 

結婚祝い 誕生祝い

※ 大野会員に、ご挨拶をして頂きます。

本日は、結婚祝いを頂きありがとうございます。

奥様のお誕生日を忘れている方もいらっしゃるようですが、

私も、あっそうかと言う気持ちです。

結婚して40年になりますが、今日は早く帰って

家内孝行でもしてみたいと思います。

本日は、ありがとうございました。

★ 幹事報告　　　　　　　　　　　　稲垣功一幹事
皆さんこんにちは。2月26日のＩＭですが、大勢御参加頂きありがとうございま

す。奉仕活動発表の古沢会員、突然の代役にも関わらず、快くお引き受けし

て頂き有り難うございました。ＩＭ以来2週間の御無沙汰ですが、何か物足りな

いような感じがするのは私だけでしょうか？本日は、内山会員の卓話です。

内山会員宜しくお願い致します。それでは幹事報告を致します。

本日、理事会が開かれました。

①前回議事録承認の件

②４月プログラム承認の件③親睦旅行企画承認の件（後ほど親睦委員さんか

ら発表・案内があります）

④2012～2013年地区役員推薦の件（地区副幹事に湯本茂作会員・地区大会副実行委員長に黒渕陽夫会員を行田ＲＣ

で推薦する事で決まりました）

⑤ニュージ―ランド地震災害義援金について。以上、すべて可決承認されました。

3月4日5日と、親睦旅行の下見に行って来ました。『黒部・立山アルペンでの夜明けと北陸海の幸』という事で、黒部ダム

やホテル立山方面は行けなかったのですが、いけす割烹やます寿司作り・雨晴温泉磯はなび・たら汁定食等、予定の

工程に沿って見学して参りました。お天気次第ではありますが素晴らしい旅行になると思いますので、ぜひ御参加下さい

。3月8日、交換卓話で白河ＲＣへ4名で訪問し例会に出席して、武田会長エレクトの卓話例会となりました。

白河さんでは大歓迎をして戴き、感激しながら帰って来ました。白河ＲＣの皆さん、有り難うございました。

～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～

また両クラブの先人の努力に感謝し、この交換卓話がいつまでも続く事を念じてご報告致します。

本日例会終了後、プロバスクラブ第1回設立発起人会並びに設立準備委員会の合同会議か開かれます。

関係者の方は、宜しくお願い致します。澤田ガバナー補佐様よりＩＭ参加のお礼状が届いております。

白河ロータリークラブより交換卓話訪問歓迎のお礼状が届いております。以上　幹事報告でした。

★ 委員会報告

※ 親睦委員会　持田朋春副委員長
※姉妹クラブ委員会・プロバス委員会　
..................................山本憲作委員長

本年度の親睦旅行のご案内をさせて頂きます。

「黒部立山アルペンでの夜明けと海の里」と言うキャッチ

フレーズで、5月19日～21日の3日間、バスで行きます。

皆様のご参加を、心よりお待ち申し上げます。

先日、台北城中ロータリークラブへの記念式典ご参加の

お願いをさせて頂きましたが、航空機などチケット購入の

関係上、今日中に私の方にご連絡の程宜しくお願いします

。それからプロバス委員会からですが、第一回発起人委員

会を本日例会後に行います。

関係者の方は、どうぞ宜しくお願い致します。

※ 世界社会奉仕委員会　坂本研一委員長

2月24日、炉辺会合を行いました事を

ここにご報告致します。

★ 本日の卓話　 内山俊夫パスト会長



埼玉県は今、県北地区に明るさがあります。高崎線が東京に乗り入れるのがもうすぐです。

寄居のホンダの工場の中の、工事も始まりました。2年後には、稼動が始まりそうです。

就労される方々が住まわれる、アパートなどもすでに作ってあるようです。

33年前の地価と今の地価は、同じくらいです。非常に厳しい中で、やっております。

さて、お手元の行田市民大学の資料を見て下さい。数年前、山本会員が市民大学を立ち上げたいと言いました。

まだエレクトの頃ですね。その時の会議の席でのお話で、「生きることは学ぶ事です」と言うのがありました。

私はこの言葉に感動しました。そして、準備委員会の委員長をお受けする事としました。

市民大学の特徴は、グループで勉強をする事です。行田検定と言うのがあります。これは町おこしだけではなく、

我々の先人が残してきた伝統文化遺産を引き継ぐ事も出来る効果的な手法であります。

行田の魅力を伝えようと言う事で、さきたま界隈などルートマップの作成もしました。ただ今、23年度の受講生を募集して

おります。お知り合いの方にお声がけして頂き、皆様のご参加をお待ちしております。

以下に、時間が足りなくなってしまいお話出来なかった内容に関して、記しておきます。

～～～日常に生きている、弓道の言葉やことわざについて～～～

※にべもない
「10年ぶりだったのに、にべもない挨拶だったな。失望したよ」

【にべ】とは、体長90㎝の海魚でその浮き袋から接着剤にニカワを作る。これを弓と弓を張り合わせる時に使用しました。

接着力は、親愛とか愛想と意味に転じこれが相手に通じないと感じた場合に、この言葉が口をついて出てきた。

※図星
弓道の的の中心部分の黒点の事。「どうだ、図星だろう？」と、相手の急所を突く、ずばり言い当てる事を言う。

的に当てるのは難しい。ましてど真ん中を射抜くのは至難の業です。細心の注意を払って隠してきた事など、

相手にわかるはずのない事を当てられてしまった。等々。

※手の内
「トップ討論の前に手の内を相手に見せる馬鹿が何処にいる？」 「すっかり手の内が読まれていたのに気が付かなかった」

他社の知らない作戦、心に秘めた考えを示す。

※当たり外れ
弓術の用語で、射た弓が的に当たったものの、肝心なところ、急所から外れている事。つまり、物事上手くいく時もあれば

そうでない時もある。失敗や成功が織り成す世のならいを示した言葉。

※掛け替えの無い
かわりになるものがない。この上なく大切な。「この上ない人を失う」

弓道の用具で弓を引くときに持っている、カケからきている言葉。慣れ親しんだカケを変えるとなかなか上手く当たらない。

つまり、「大切なもの」と言う意味。

★ 謝辞　蔭山好信会長 ★ 永島健雄会員

市民大学の内容がよくわかって参りました。

本日は、卓話をありがとうございました。

私、立候補した方を昨日から全員回っております。

ケーブルテレビで放映しております。

我々の行田市を、より良くしましょう。



★ 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 41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 6名

本 日 の 出 席 率 88.7％

★ にこにこ報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　橋本一雄委員

● 蔭山会長 内山さん、ありがとうございます。

● 稲垣幹事 本日は、内山様卓話ありがとうございます。

● 内山会員 本日は、永島会員よりのおすすめで卓話をさせていただきます。よろしくお願いします。

● 阿部会員 先日の母の葬儀に際しまして、ロータリーの皆様に多数ご参列頂きありがとうございました。

● 黒渕会員 内山会員、卓話ありがとうございます。
市民大学も地域に根ざし始めてきました、おめでとうございます。

● 山本会員 内山さん、本日は卓話ありがとうございます。

● 小菅会員 内山会員、卓話ありがとうございます。

● 中島会員 内山さん、卓話ご苦労様です。勉強させて頂きます。

● 小椋会員 内山さん、卓話ご苦労様です。

小山会員 内山会員、卓話ありがとうございます。

大谷会員 内山会員、卓話有難うございます。

小川会員 内山さんの卓話を楽しみに出席いたしました。

冨田会員 内山パスト会長、本日はすばらしい卓話ありがとうございます。

石塚会員 妻の誕生日祝いをいただき有難うございます。

永島会員 お陰様で、昨日9日に71歳になりました。いつまでも元気です。

持田会員 市報3月号で、娘がお世話になりました。明日、進修館の卒業式に行ってまいります。

野口会員 前職同期と5年ぶりに靖国神社に行ってきました。再び一緒に行けたことに感謝。

宮内会員 都合により早退いたします。

武笠会員 久々の出席で申し訳ありません。

小林会員 梅の花も咲き、桜が待ち遠しいです。内山さん、卓話有難うございます。

大野会員 結婚祝いありがとうございます。

井上会員 春ですね、眠くなりますが交通安全、運転には気をつけましょう。

● 以下同文

小沢会員・鴨田会員・武井会員・境野会員・倉持会員・石渡会員・渡辺会員

古沢会員・湯本会員・小池会員・清水治雄会員・武田会員・坂本会員

鈴木克枝会員・岡田会員・柿沼会員・清水義夫会員・橋本会員

● 本日のニコニコ　49,０００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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