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☆ 出席・スマイル報告
☆ 点鐘

★ 来訪者紹介・茄一辛さんに奨学金の授与　 蔭山好信会長

渡辺栄一さんと、米山奨学生の茄一辛さん。それから羽生実業高校の校長先生で、奈良原様です。 

茄一辛さんに奨学金の授与 点鐘

★ 会長報告　　　　 蔭山好信会長

先週の理事会においてクールビズが承認されましたが、とたんに肌寒くなり、未だにネクタイがはずせません。

何処かの会社では、スーパークールビズとかウルトラクールビズと称して、タンクトップや半ズボンの服装も認められている

そうですが、やはりビジネスウェアですので、それなりの節度を保つべきものと思われます。ところで「クール」という言葉を

英和辞典で引きますと、格好良いという意味もありますので見苦しい服装は裂けるのが「クール」ですし、またビジネスの

相手に対する礼儀ではないでしょうか。現時点において、永田町ではおよそクールとはいえない戦いが繰り広げられて

おります。東日本大震災の災害復興や福島原発の収束を考える事なく、政局に明け暮れていて良いのでしょうか。

本当に彼らは国民の代表なのでしょうか。との疑問が生じてなりません。仮に不信任案が可決され、この現状で総選挙と

なりますと、その間に政治的空白が生じ、そのために被災地の方々の救済に大変な支障が生じる事は誰の目にも明らか

であると思われますが、彼らには判っていないのでしょうか。

ところで最高裁は一票の格差について、これまで何度も違憲状態である旨の判決を下しております。しかし当該選挙に

ついて事情判決という手法を用いて有効として来ておりますが、この事情判決というのは違法な処分や採決でも、それを

取り消すことによって生じる結果が公の利益に著しい障害を生じる場合には、原告の受ける損害の程度等の事情を考慮し

て無効としないという理屈です。～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～

これまでは選挙無効の訴えが提起されても、その後一審判決、控訴審判決を経て、訴え提起から数年経った後に最高裁

判決となってしまいますので、それまでにその選挙で選ばれた議員が種々の活動をしているので、選挙を無効にできない

のですが今回ばかりは事情が異なるのではないでしょうか。このような大惨事を放っておいて選挙を敢行しようとするのであ

れば、仮処分という方法によって選挙を止めることも可能になるのではないでしょうか。

そのくらい国益を損ねる暴挙が国会で繰り広げられておりますが、いま直ちになすべきことは復興のための予算を作り上げ

ることしか無い筈です。この様な政局にこだわっている議員や首相を一度うちのボランティアバスに乗せて被災地を見せて

、現状を知らしめたい等と嘆きつつ会長報告とします。

★ 幹事報告　　　　　　　　　　　　稲垣功一幹事
皆さん、こんにちは。関東地方も入梅し肌寒い日が続きますが、体調を崩さないよ

う気をつけてお過ごし下さい。今日は渡辺栄一埼玉浮き城プロバスクラブ設立

発起人代表の、卓話例会です。６月１７日の設立総会に向け、準備が着々と進ん

でおります。進行状況もお話いただければと思います。

それでは御報告いたします。本日、１１時より理事会が開かれました。

以下に、審議事項を列記します。

※前回議事録承認の件。

※さきたまの古墳群とさきたまの津。地域雑誌購入配布の件。

※退会者承認の件。石塚喜助会員・小島一男会員・島田悦男会員・

...長島隆行会員の４名の退会を、６月３０日付けで承認いたしました。

...以上、すべて可決いたしました。

※28日、災害支援隊（一般ボランティア・テクノホリティ専門学校生・市社会福祉協議会職員の皆さんと、

...行田ロータリークラブで鈴木委員長・井上会員御一家・蔭山会長代理・稲垣幹事との総勢35名）で石巻市の

...開北小学校花壇を作り、初夏の草花2,300鉢を植えて来ました。校長先生をはじめ体育館に避難している方々に、

...良く出来た・とても綺麗・なんとなくほっとする等、お褒めの言葉を戴きました。また作業中避難なさっている方々と、

...色んな話が出来てとても楽しかったです。

※６月１日、親睦委員会とプログラム委員会の合同炉辺が行なわれました。移動例会・最終例会とも少ない予算で

...楽しい企画を計画しておりますので、多数のご参加お待ちしております。

※6月3日埼玉浮き城プロバスクラブの第１回の例会が開かれます。

※5月19日の理事会において、坂本研一会員と山本憲作会員の推薦にて長島康夫様（当クラブ会員の長島隆行会員

...の御子息）が理事の全員一致で承認されました。異議のある方は，６月９日までに事務局まで申し出てください。

※結婚祝いの写真の件ですが、まだ撮影に行ってない方が多数おりますが6月16日までに撮影に行ってください。

...会計処理の都合上、6月16日以後は無効になりますので、お気を付けください。以上幹事報告です。

★ 委員会報告

※ プロバス委員会　山本憲作委員長 ※ 親睦委員会　阿部克也委員長

明日午前11時半より、埼玉浮き城プロバスクラブ設立準備

委員会を行います。関係者の方は、明日午前11時までに

こちらアイトピアまでお越し下さい。

甲子温泉大黒屋さんでの夜間例会ですが、

まだ定員に至っておりません。

皆様奮ってご参加の程、宜しくお願い致します。



羽生実業高校　奈良原校長先生

インターシップ、所謂職業体験ですが、我校では今年で

３年目に入りました。合計で１３９人の生徒がお世話になりま

した。中には、お叱りを受けた生徒もいました。今年度、

再度お願い致しますが、しつけなど規律の努力目標を設け

ました。少しでも生徒の態度を直させた上で、皆様の事業所

でお世話になる事が出来たらと思います。受け入れても

良いと思われる事業主の皆様、お手元の書類にご記入の

上、お願い出来たらと思います。

災害支援委員会　鈴木貴大委員長

石巻の小学校で、花壇を作って参りました。色とりどりの沢

山の花が、花壇を彩る事が出来ました。稲垣幹事によるクワ

の使い方の指導を仰ぎながら、作って参りました。帰りに現

地でお金を使って来ようと言う事で、道の駅に寄って帰って

参りました。

井上会員 ★ 卓話者紹介　山本憲作会員

私もやっとボランティアに参加する事が出来ました。

海の水を被った場所で花壇を作る作業は、考えていた以上

に大変な作業でした。現地の方々にもお礼を言って頂きまし

た。私は主人と私どもの講師と行って参りましたが、とても

清清しい想いで帰って来る事が出来ました。

本日の卓話者の渡辺さんは、1988年、行田ロータリークラ

ブにおいて第２３代会長を務められた、素晴らしい成績を

残された方です。そして埼玉浮き城プロバスクラブの代表

発起人であります。本日は、どうぞ宜しくお願い致します。

★ 本日の卓話　渡辺栄一様



※プロバスクラブとは
プロバスクラブ（以下PCと呼ぶ）とは、プロフェッショナル（Professional）とビジネスパーソン（Business-person）のスぺ

ルから頭3文字をとって造った合成語で、第一線を退いた専門的職業人や実業人たちが、その豊かなキャリアを生かしな

がら互いに親睦を図り、社会に貢献していこうという趣旨から生まれた非政治的、非宗教的、非営利的な団体であります

。PCは1960年代に英国で生まれオーストラリア、ニュージランド、カナダから世界に拡がっていき、一方RCは1905年の

米国生まれで世界に拡がったクラブであります。

※ロータリーとプロバスとの違いは
両クラブとも専門的職業人と実業人で構成されています。しかし両者には微妙な違いがあります。RCは年齢制限なし、PC

は60歳以上。当然年齢ギャップはあり、当面の人生上の課題にも差があります。端的なことながらRCでは親睦は手段方

法でありPCでは親睦は目的であります。運営についてもPCでは例会は月1回以上2時間又は毎週か2週間に1回も可能

です。唯会員は高齢でも活き活きと生きる意欲のある人の集まりです。余生を豊かに過ごし、地域や地域社会に何か貢献

できるかを探る人たちの集まりです。高齢者自らの知識や見識経験を社会に還元しようと心がけています。使命感をもって

いて奉仕の精神を大事にしています。

※私とプロバスとの出会い私のPCとの出会いは、2008年　ロータリーの友地区委員在任中何度かお会いした札幌

のロータリアン橋本様（北大名誉教授）から千歳プロバスクラブが誕生する話を聞いて、興味をもつと同時に近いうちに出

来ればロータリークラブ退会前にぜひ当地で取り組んでみたいと思いました。その後ロータリー文庫の職員の方から兵庫

の元ロータリアン高野秀勝様を紹介してもらい、先生のご厚意によりご自宅に保存されていた貴重な資料「プロバスクラブ

-創設と運用の実際―」（７５１頁）を頂戴しました。まさに目から鱗の状態でプロバスクラブ設立の意欲が湧いてきました。

しかしこれがご縁となって今日のようになるとは思ってもいませんでした。

※高齢化社会とプロバスクラブを考える
私自身はロータリアンとして行田RCに在籍中は、入会以来の信念として日本の未来を託する青少年の健全育成のために

アカデミックな奉仕活動を続けることがRCの唯一最高の奉仕プロジェクトであると考えていましたが、上記のような情報や

資料等を見させて頂き、更に未曾有の高齢者個人やその家庭社会の現実の一端を覗き見した時、ハッと気がつきました。

自分の年齢の事は考えなかったと云ったら嘘になりますが。やはりバランスのとれた事業の選択が、ロータリークラブにとっ

ても会員個人にとっても大事であることに気がつきました。

※行田RCにPCの設立提唱事業を提案
幸いにも蔭山会長に耳を貸していただき、社会奉仕の一端である「プロバスクラブ設立提唱事業」を理解され今年度事業

としてはじめることを勇断していただきました。手始めに百聞は一見に如かずの諺の通り、会長以下役員とPC会員予定者

を含め数人で東京八王子プロバスクラブを訪問し数名の東京八王子PC会員との懇談会を現地で開催し、現場の実情を

確かめました。行田で初めてこの話を持ち出した時はRC会員の中には鳩が豆鉄砲を食らったような場面も見せられました

が、私自身は「これは春から縁起がいいや」気分で嬉しくなりました。

※会員募集を始める
募集を始めてみるとやはり世間というより私たちがリストアップした当該の信望の厚い高齢者の皆さんは、多くの方々が興

味を示してくれました。そして時間は掛かりましたが６０％以上の方が入会希望の意思を示していただきました。同じ団塊

の世代の人間が勧誘したことが或いは幸いしたかとも思います。まさに現代の社会ニーズへの挑戦の第一歩ではないでし

ょうか。そして明6月3日には漸く「埼玉浮き城プロバスクラ」も30名で仮例会を開催する運びとなりました。

※創立総会の開催決定する
更に6月1７日には愈々創立総会と第一回例会を迎えることが出来そうであります。改めて行田RCの皆様、特に設立準備

委員会の方々、昨年からご指導を頂いた関東一の東京八王子プロバスクラブの皆様、そして小山博様を初め発起人の皆

様に心から感謝とお礼を申し上げたいと思います。有難うございました。

★ 謝辞　蔭山好信会長

渡辺様、今後ますますのご活躍をご祈念申し上げます。



★ 出席・スマイル委員会 

★ 出席状況報告...............................................　　　　　　湯本茂作副委員長

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 34名

B ・ 各承認者の例会出席者 4名

MU ・ 本日のメーキャップ者 5名

本 日 の 出 席 率 78％

★ にこにこ報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　湯本茂作副委員長

● 蔭山会長 渡辺さん宜しくお願いします。　いよいよ明日仮例会ですね。

● 稲垣幹事 渡辺様卓話有難うございます。プロバスクラブ設立おめでとうございます。

● 渡辺栄一様 今日はお世話になります。プロバスクラブ宜しくお願い致します。

● 諸貫会員｠ 渡辺さん卓話ありがとうございます。本庄プロバスに負けるな！！

● 小林会員 渡辺パスト会長卓話有難うございます。
プロバスクラブ設立総会が大成功に行きます事お祈り申し上げます。

● 小山会員 渡辺先輩卓話ありがとうございます。

● 黒渕会員 今年も5月15日（日）佐渡ロングライド210ｋｍに参加し無事完走致しました。10時間20分、
平均速度22.5ｋｍでした。年々早くなるので来年は10時間を切る事を目標にします。

● 中島会員 渡辺様本日はご苦労様です。益々ご活躍の様で大変嬉しく思います。

● 小菅会員 皆様には大変ご迷惑をおかけしておりますが最悪の状況下での解散はさけられそうです。

● 井上会員 石巻へのボランティアに初めて参加しました。清々しい気持ちで帰って参りました。
ありがとうございました。

● 持田会員 蔭山年度もあと1ヵ月、頑張ろう　行田ＲＣ　残念！！

● 鈴木（貴）会員 渡辺さん、お久しぶりです。

● 山本会員 渡辺様本日はありがとうございます。

● 冨田会員 渡辺様本日は卓話ありがとうございます。

● 大谷会員 渡辺さん、ご苦労様

● 福島会員 渡辺様卓話ありがとうございます。

● 以下同文

野口会員・坂田会員・鈴木（克）会員・古沢会員・阿部会員・清水（治）会員

横田会員・鴨田会員・境野会員・齋藤会員・内山会員・大野会員・小池会員

小椋会員・柿沼会員・岡田会員・武田会員・坂本会員・小沢会員・湯本会員

● 本日のニコニコ　４２,０００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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