
会長：　武田 和則 / 幹事：石渡 健司 ： 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：アイトピア

　　副委員長 ：永島 健雄

第２２１１回 第 一 回 例会 （2011年 7月 7日）

☆ 点鐘

☆ 国歌斉唱　　　　君が代

☆ ロータリーソング斉唱　　奉仕の理想

☆ 四つのテスト唱和

☆ 来訪者紹介・会長報告　 .....武田和則会長

☆ 新役員の記念写真撮影　

☆ 理事役員代表挨拶　湯本茂作副会長

☆ 新入会員 入会式

☆ 幹事報告... .... 石渡健司幹事

☆ 結婚誕生祝い

☆ 委員会報告 湯本茂作会員

☆ 本年度クラブ運営方針　武田和則会長

☆ 委員長方針発表

☆ 出席奨励委員会　 野口一信委員長

☆ スマイルボックス委員会　井上真弓委員長

☆ 点鐘

★ 来 訪 者 紹 介　 武田和則会長
ガバナー補佐の鈴木秀憲様と、米山奨学生の茹一辛さんです。

★ ご 挨 拶

※米山奨学生　茹一辛さん　 ※鈴木次年度ガバナー　

【奨学金をお渡しし、その後に挨拶をして頂きました】

私は中国から来ました。現在は、埼玉大学の3年生です。

これからも、どうぞ宜しくお願い致します。

今年度、ガバナーエレクトとなりました。まずは親クラブに

ご挨拶に来る事が最初の仕事と思い、本日の第一例会に

伺いました。どうぞ宜しくお願い致します。



★ 会 長 報 告　　　 武田 和則会長

本年度、会長をおおせつかりました。皆様どうぞよろしくお願いいたします。

第１例会と言う事で、ロータリーの創立者、ポールハリスについて少しお話した

いと思います。ロータリーの創立は、１９０５年２月２３日です。

今から１０６年前、アメリカのシカゴで、ポールハリス３８才の時です。職業は

弁護士、それと石炭商・鉱山技師・洋服仕立て屋の４人で始めたそうです。

ポールハリスは、取引き・コミュニティー、そして友情を基にしたクラブをつくる

という構想を打ち明けました。ロータリーの目的は親睦と相互扶助でした。

その後に奉仕の思想が加わり、一時、親睦が上か奉仕が上かと争われたそう

です。ポールハリスの意見で、それぞれを同じ位置におく事でその後ロータリ

ーは飛躍的に大きく発展いたしました。国際ロータリーは世界初の奉仕団体

であり、２００以上の国と地域に３３、０００近くのクラブを擁し、会員数は約１２０

万人であります。ポールハリスは、この様に大きな組織になるとは、想像もしな

かった事と思います。この時、日本のロータリアンがポールハリスにたずねました。ロータリーを創立した動機は何でしょう。
と。それは、「寂しかったから。仲間が欲しかったから。」と、答えたそうです。もう少し論理的な答えが返ってくるのではと

私自身も思いましたが、なんと単純明快な事だと思いました。これがロータリーの源点であると再認識させられました。

ポールハリスはシカゴ生まれでもシカゴ育ちでもありませんでしたから、都会で友達もなく寂しいのと、何とか弁護の依頼人

が増えて欲しいとの思いで、創立したのではと言われております。あまり定かではありませんが、すべてが高潔な発想では

なかったのかもしれません。しかし、人間らしいといえば人間らしい行動ではないだろうかとも思います。ポールハリスの事を

長々と話をする気はありませんが、ロータリーの創立をみても分かる様に、まず行動を起こす事だと思います。

行動は必ずしも幸福をもたらさないかもしれませんが、行動のない所に幸福は生まれません。これは、イギリスの政治家で

ベンジャミン・ディズレーリの言葉です。ささやかなことからでも始めて、生きる目標は行動することによってのみ見つかるの

だと信じております。今年度は、このように会員皆様と共に行動して参りたいと思っておりますので、どうぞ宜しくお願い申し

あげまして、会長挨拶とさせていただきます。

★ 新役員の記念写真撮影 ★ 理事役員代表挨拶　湯本茂作副会長

武田・石渡年度の、理事役員の写真撮影が行われました。
先ほど、第一回の理事会が行なわれました。

皆さん、1年間どうぞ宜しくお願い致します。

★ 新入会員 入会式　　長島康雄様

～新入会員 入会式 　次のページへ続く～



～新入会員 入会式 　前のページより続き～

※ 鈴木ガバナーエレクト　 ※ 坂本研一会員
新入会員の入会式と言う歴史的な場面に出くわす事が

出来有難いです。行田クラブには会員が増えた事であり、

とても喜ばしい事です。

長島君とは、青年会議所時代よりお付き合いさせて頂いて

おります。これから先、彼はしっかりやってくれる事と思いま

す。長島君を、どうぞ宜しくお願い致します。

※ 長島新会員

自己紹介をさせて頂きます。

協同バスの鈴木様と同業との事ですが、

バスに関しては私の弟が行っております。

私は不動産の方を行っております。

今回、坂本会員と山本会員にご推薦して頂きました。

今後とも、どうぞ宜しくお願い致します。

★ 幹 事 報 告　　　　　　　石渡 健司幹事
皆さんこんにちは。武田年度第１回の例会に出席いただき、誠にありがとうござい

ます。今年度　幹事役を仰せつかりました石渡です。

至らぬ点も多いと思いますが、これから１年間よろしくお願い申し上げます。

※８月プログラム承認されましたので事務局より送ります。

※会費徴収時期の件　(前期 7月15日・後期 1月13日)を予定していますので、

...よろしくお願いします。

※炉辺会合とメーキャップの件ですが、会長又は幹事に報告いただければ、

...メーキャップ扱いになります。但し例会前後１４日までですので、お早めに

...出してください。

※地球温暖化ストップ　「チーム・マイナス６％」の為、６月１日より９月末日まで

...クールビズを採用します。

★ 結 婚 ・ 誕 生 祝 い

※ 結 婚 祝 い　　　　　　　　　　　　 　 ※ 誕.生.祝.い　 　渡辺会員

※ 結婚・誕生祝いの方を代表して、渡辺会員にご挨拶をして頂きました。

また1年間、頑張っていきたいと思います。本日はお祝いして頂き、ありがとうございました。



★ 委 員 会 報 告

★ 湯本茂作会員

９月２５日、行田市産業文化会館にて

アンサンブル協会のオータムコンサートが行われます。

入場料は無料です。皆様お誘い合わせの上、

ご出席の程宜しくお願い致します。

★ 本 年 度 ク ラ ブ 運 営 方 針　 武田和則会長
ロータリークラブは、１９０５年にシカゴから職業奉仕を原点に創立されました。当時は職業奉仕と会員相互の親睦で、

大いに盛り上がった事と思われます。その後会員の増加と共に組織が大きくなった事もあり、職業奉仕と親睦だけでは

精神の充足ができなくなったのではないでしょうか。それで社会奉仕へ、そして世界への国際奉仕へと広がりました。

又、社会奉仕・国際奉仕の事業を遂行する事で、社会に知れわたり社会的地位が向上した事と思われます。その事が、

ロータリーの魅力の一つとなりました。現在の会員が創立当時の思想だけに戻そうと思ってはいないと思います。

純然な親睦だけでは社会的地位が低下すると思われますし、また、社会奉仕や国際奉仕だけでも堅苦しく感じる事でしょ

う。大切な事は、全体としてバランスのとれた奉仕活動を行う事だと思います。私も全体的にバランスのとれた奉仕活動を

実施しようと思いました。親睦は会員同士で行う事が多く、計画すれば即実行出来る事がありますが、社会奉仕の場合に

は相手が必要です。ロータリークラブの計画だけでは実行できません。ある程度の協議をする期間が必要となります。

そこで行田市内にある児童養護施設のケヤキホームの理事長と協議の上、その児童との交流を、また４５周年記念事業と

して行田市観光課の担当者と協議の上、行田市駅～忍城祉までの間に観光客用の道標を５ヶ所設置する事、そして例年

の継続的な社会奉仕事業等を遂行すれば、クラブ奉仕及び職業奉仕との程良いバランスになると思いました。ところが

２０１１年３月１１日に、１、０００年に１度ともいわれる東日本大震災が発生してしまいました。被災されました皆様に、心より

お見舞い申し上げます。日本のロータリークラブは大震災復興支援のため、会員１名当り年間１万円の分担を決定しまし

た。当然の事と思われます。クラブ数２，３１１クラブ、会員数約９２，０００人で９億円の支援事業を行う事ができます。

ロータリーの大きさを実感致しました。行田ロータリークラブも東日本大震災復興支援委員会を設け、支援してまいりたい

思っております。私は全体的にバランスのとれた奉仕活動を目指しましたが、必然的に社会奉仕事業が多くなってしまいま

した。人生は思う様にはいかないものですね、しかし限られた予算の中で事業を遂行する事も大事だと考えました。

会員皆様のご理解をいただいて計画された事業は遂行する事といたしました。会員の皆様にはご苦労をおかけする事と

思いますが、計画された事業を遂行する事が、行田ロータリークラブの品位を高め、しいてはロータリークラブが信頼され

る事と、確信いたします。又、単年度では大きな事業を遂行する事は難しいので、毎年毎年地道に実施する事が大事だと

考えます。「ワン・イヤー・ルール」の精神に則り、同じ形でも良いし、形は変わっても良しと致します。「継続は力なり」と

言いますが、それがロータリークラブの社会的地位を高めた事は、私が言うまでもありません。その一翼を担う役目を与えて

頂いた会員皆様の友情に、感謝を申し上げます。体調不良にならない様に役目を果たしたいと思いますので、会員皆様

及び御家族様のご理解とご協力を、切にお願い申しあげます。また、会員皆様に一翼を担って頂かなくてはなりません。

その結果委員会の数が多くなりました事、ご理解をお願い致します。委員会組織を見て頂ければ、本年度に於いて、

行田ロータリークラブが何を目指しているのか、概ねご判断して頂ける事と思います。

親睦と奉仕で更なる活力が生まれます様にお願い致します。会員皆様の御活躍を、心よりご期待申しあげます。



★ 委 員 長 方 針 発 表

★ 出 席 奨 励 委 員 会　 野口一信委員長 

★ 出席状況報告...............................................　　　

T ・ 正 会 員 数 55名

A ・ 85年規定承認者 11名

A ・ 理事会欠席承認者 0名

P ・ 本 日 の 出 席 者 44名

B ・ 各承認者の例会出席者 2名

MU ・ 本日のメーキャップ者 0名

本 日 の 出 席 率 95.6％

野口一信委員長 井上真弓委員長

★ スマイルボックス委員会　 井上真弓委員長

★ にこにこ報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　

● 武田会長 会員皆様の友情に感謝を申し上げ一年間頑張らせていただきます。

● 石渡幹事 幹事として一年間よろしくお願いします。

● ガバナー補佐　
鈴木秀憲様

お世話になります。

● 小川会員 ＳＡＡ鴨田委員長の下、例会会場をあるべき姿より良い形にもどすよう努めます。

● 永島会員
お陰様でDVD「水とともに歩む行田の歴史」が樹号で使える埼玉県ライブラリーに
指定されました。ありがとうございます。武田新会長ご苦労様です。

～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～

● 小菅会員 本日より武田年度のスタートです。会長ならびに幹事として会員の皆様一年間
よろしくお願いします。体脂肪率20％を切りました。

● 小山会員 武田、石渡年度発足心からお祝い申し上げ、ご健闘祈ります。頑張ってください。

● 大野会員
武田、石渡年度のスタートをお祝い申し上げます。鈴木ガバナー補佐、
ますますおご活躍をお祈り申し上げます。

● 長島会員 七月七日に入会できて大変光栄です。

● 坂本会員
職業奉仕委員長として一年間宜しくお願いします。
新入会員長島さん、これから宜しくお願いします。

● 蔭山会員 武田会長、石渡幹事、一年間よろしくお願いします。
石渡さん急な事で大変ですが、頑張ってください。長島さんようこそ。

● 古沢会員 武田、石渡年度の門出を祝って。

● 鈴木貴大会員 本日は親父がお世話になります。

● 以下同文

清水義夫会員、大谷会員、山田会員、冨田会員、大久保会員、小池会員、武井会員、小沢会員

小林会員、渡辺会員、湯本会員、山本会員、中島会員、小椋会員、福島会員、清水治雄会員

稲垣会員、持田会員、飯田会員、岡田会員、境野会員、鈴木克枝会員、斉藤会員

橋本会員、鴨田会員、碓井会員、坂田会員、島崎会員、武笠会員、野口会員、井上会員

● 本日のニコニコ　１７４,０００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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