
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２２３０回 第 二 十 回 例会 （2011年 1２月１日）

☆ 点鐘

☆ 国歌斉唱　ロータリーソング斉唱
☆ 四つのテスト唱和

☆ 来訪者紹介　　 鈴木貴大会員
☆ 東京中央ロータリークラブ　冨田榮吉様

☆ 会長報告　　　　 武田和則会長

☆ 結婚誕生祝い

☆ 幹事報告... .... 石渡健司幹事

☆ 委員会報告

☆ 年次総会... .... 議長：武田和則会長

☆ 古沢会長エレクトへ、激励の言葉

☆ 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　湯本茂作委員

☆ 点鐘

★ 点 鐘　

★ 来 訪 者 紹 介　鈴木貴大会員

東京中央ロータリークラブさんより冨田榮吉様が見えました。

震災時においてのテレビ放映を見て頂き、ご縁があって本日

来て頂きました。

.................................～来訪者紹介 右のページへ続く～

～来訪者紹介 左のページより続き～

★東京中央ロータリークラブ　冨田榮吉様

3月11日の震災の時は、被災地より家内の親族が引き上げてきま

した。私の所属する東京中央ロータリークラブでは、3,000万円と

言う額の寄付をさせて頂きました。ボランティアバスにおいても、

一切援助なくして行っておりました。今日は行田ロータリークラブ

さんとのご縁を感じ訪問させて頂きました。ありがとうございました。



★ 会 長 報 告　　　 武田 和則会長

皆さんこんにちは。「光陰矢のごとし」と言う様に、本当に月日の

経つのは早いものです。昨年、川里の花久の里での年次総会に

おいて、会長エレクトとして緊張に耐えながら初めて挨拶をして

から１年が過ぎてしまいました。７月から始まった本年度も、5ヶ月

が過ぎております。今年度の方針とプログラムに沿って、だいぶ

外部での事業が多かった様に思います。ケヤキホームとの交流に

始まり、関東Ｂ－１グランプリ・道標45周年記念事業、そして45周

年記念式典と、また地区大会も昨年中止しなければならなかった

反省の成果が前期にありました。大変に駆け足でやってきた様に

思います。それでも会員皆様のご協力とご支援のおかげで、大事

なく遂行できました事に、ロータリーの友情を強く感じておるところ

でございます。会員の皆様には、改めてお礼を申し上げます。ま

た残り半年間は、各委員長さんが準備される卓話例会が多くなっ

ております。本来の例会がゆっくりとできる事と、ご期待致しており

ます。前期は奉仕事業が多かった事と思いますが、後期は親睦

旅行等もありますので、親睦に力を注いで参りたいと思っておりま

す。東日本大震災が発生した2011年3月11日は、私の65歳の

誕生日でした。また私が行田ロータリークラブの会長を務めさせ

て頂いた年として、忘れられない年となる事と思います。福島第１

原発の事故で判った事は、原子力発電所は電気が止まると非常

に大変な事故になると言う事でした。普通は電気を止めればモー

ターが止まって事故にはならないと思っておりましたから、非常に

やっかいな施設なのだと理解致しました。今日は核分裂につい

て少し話しようと思ったのですが、年次総会と言う事で聞いて頂け

そうにありませんので、またの機会と致しいたします。年次総会で

はノミニー指名委員長の蔭山直前会長より、会長ノミニーの候補

者の発表があります。また古沢会長エレクトより、次年度の役員・

理事の候補者を発表致します。会員の皆様には、どうぞ宜しくご

審議をお願い致します。以上で会長報告とさせて頂きます。

ご静聴ありがとうございました。

★ 結 婚 誕 生 祝 い

～結婚・誕生祝い 右のページへ続く～

～結婚・誕生祝い 左のページより続き～

　代表して、野口会員にご挨拶をして頂きます。

家内と結婚して、早いもので19年経ちました。

今後も家内と仲良く過ごしていきたいと思います。

本日は、結婚祝い祝いをありがとうございました。 

★ 幹 事 報 告　　　　　石渡 健司幹事

皆さんこんにちは。１２月定例理事会が行われ、

次の事が決まりました。

※１２月１月プログラムが決まりました。

...クリスマス企画例会が決まりました。日時１２月１５日（木）

...午後より６時よりアイトピアにて行われます。

※スクールバンドフェスティバル企画が決まりました。

...日時１２月２３日（土）午前１１時集合です。会場にて例会を

...行います。ロータリーより２０万円の協賛金を支出しています。

※親睦旅行企画が決まりました。

...日時は平成２４年５月１２日（土）１３日（日）１４日（月）２泊３日

...で、場所台北城中ロータリークラブ２５周年に参加します。

...姉妹クラブ委員会と合同で行います。参加費お一人様

...５万円とします。多くの会員奥様の参加を歓迎します。

※次年度役員の候補者が決まりました。

...この後例会におきまして発表と承認を頂きます。

...その他と致しまして、岡田会員のご令嬢様が結婚なされました

...ので、会を代表して会長よりお祝いを贈呈します。

以上で幹事報告とします。



岡田会員の娘さんが結婚しました。

岡田会員に、お祝いが渡されました。

★ 委 員 会 報 告

※ 親睦委員会　　小椋剛委員長

12月15日に、クリスマス例会を行います。場所はアイトピアです。

奥様同伴の元、振るってご参加の程、どうぞ宜しくお願い致します

。それから来年の5月12日～14日ですが、台北城中ロータリーク

ラブの25周年記念式典に出席しがてら親睦旅行を行いたいと思

います。こちらもまた、たくさんのご参加をどうぞ宜しくお願い致し

ます。

★ 年 次 総 会　　 議長：武田和則会長

※ 蔭山指名委員長

会長ノミニーは、福島会員を推薦させて頂きました。　

※ 福島伸悦会員

只今ご推薦頂きました。皆様のご協力を得て、前向きに頑張って

いきたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

※古沢勇治会長エレクト　

皆様こんにちは！只今ご紹介頂きました、2012～2013年度行田

ロータリークラブ第47代会長の大役を仰せつかりました、古沢で

ございます。私は、2001年8月2日、湯本パスト会長のご推薦によ

り入会させて頂きました。ちょうど今年で10年になります。この間、

ロータリーで様々な経験とご指導を頂き、私にとりまして夢のような

楽しい年月であったと思っております。この席をお借りして、改め

て諸先輩各位に対し、お礼を申し上げます。さて、次年度の運営

について申し上げます。まだＲＩテーマや2570地区のテーマが出

てきておりませんのでどうしようか迷っておりましたが、私のロータリ

ー感で決めさせて頂きました。『基本へ返ろう』をテーマに行いた

いと考えております。～古沢勇治会長エレクト　左下へ続く～



～古沢勇治会長エレクト　続き～

特に今年はクラブ奉仕委員長を仰せつかっており、例会で親睦

が深まりそこから奉仕の理想が生まれると言う、ロータリーの大原

則に立ち戻りたいと思っております。それには例会の充実を計り、

ロータリーの知識を深め、ロータリアンとしての自覚と行動につい

て深慮して参りたいと思います。～～～中略～～～

「四つのテスト」は、この職業奉仕の理念の責任と誇りを堅持する

ためのチェックポイントを示したものであると言う事は、言うまでもあ

りません。例会場での斉唱に留まらず会員の事業所でもこれを掲

げ、時にテストを行う習慣付けが出来るよう考えて参りたいと思い

ます。少し堅そうな年度になりそうで引いちゃう人が出ては困りま

すが、決してそうではなくロータリーの素晴らしさを知ってロータリ

ーと付き合えば、もっと楽しくなると思います。～～～中略～～～

ここからは単年度事業のお話を少しさせて頂きたいと思います。

いろいろ思い悩みましたが、「世代間の交流事業」が出来たらい

いなと考えております。元来子どもと高齢者の世代を越えた交流

は、家族や地域の日常生活のなかに存在しておりました。家庭

では親世代が働き、その間祖父母が子どもの世話をすると言うよう

な世代ごとの役割が、ありました。また地域社会でも大人は子ども

たちを見守り、教育すると言う事が自然に行われていました。しか

し現在の日本の社会では少子・高齢化や核家族化が進み、家

庭内や地域で自然に行われていた子どもと高齢者の交流は減

少し、世代間の隔離・断絶が顕在化してきている事は皆様ご存

知の通りです。このような社会状況の中、少しでも世代間の交流

が計れ、誰もが出来るスポーツはないものか思案しておりましたと

ころ、子どもでも高齢者でも出来る「ゲートボール」に思いが至りま

した。世代混合でチーム作りが出来る事、チームワークの競技な

ので助けあいの心が養える事、場所をとらずひとつの会場で何面

も取れる事、各地域や団体から多数の出場が可能な事、結果広

範囲の交流が計れる事、その上に、やや衰退ぎみのスポーツの

普及活動に貢献できる事等々、色々とあります。特にお隣の熊谷

市で「三世代交流ゲートボール大会」の全国大会も控えており、

本体会をその予選会と位置付けることで、相当の盛り上がりと地

域での一体感も期待出来ると確信致します。次年度はこの事業

を通じ、少子高齢化社会が進む中、家族間・世代間の触れ合い

を深め、思い出作りや健康づくりは勿論の事、ふるさと行田が世

代を越えて明るく住みやすい町になるよう頑張って参りたいと思っ

ております。また継続事業に関しては皆様ご存知の如く、姉妹ク

ラブ交流事業・青少年育成事業等、数々の事業がありますが、予

算の細かなところがこれからですので、基本的に残せるものは残

す事を前提としますが、前途にクラブ創立50周年事業が控えて

おり、熟考して悔いの残らないように考えて参りたいと思います。

年次総会風景

★ 古 沢 会 長 エ レ ク ト へ、激 励 の 言 葉

※ 湯本茂作パスト会長

次年度において役員理事のご承認を頂き、ありがとうございました

。次年度古沢会長さんと次年度境野幹事さんは、私が行田ロー

タリークラブに推薦させて頂きました。理事役員を含めると、私の

推薦により入会された方は私を含め6人になります。次年度会長

の事業活動においては、陰ながら応援をさせて頂きたいと思いま

す。私が会長を仰せつかった時はメーリンリストもクラブのホーム

ページもありませんでした。私の年度より、クラブのホームページ

を作り始めました。私の年度以前もまた、ホームページに載せて

頂けたらと思います。これからの厳しい時代を生き残るためには、

それぞれの職業が上手くいくような活動が必要かと思います。

次年度もまた、例会に出るのが楽しくなるようになれたら良いと思

います。

～古沢会長エレクトへ激励の言葉　次のページへ続く～



～古沢会長エレクトへ激励の言葉　前のページより続き～

※ 山本憲作パスト会長

古沢会長予定者、この度はおめでとうございます。

上善は水のごとしと言う言葉があります。水はどんな形にもなりま

す。柔軟性があります。古沢会長予定者は、これを絵に書いたよ

うな男です。次年度は、我々も協力して古沢年度の素晴らしい

花を咲かせたいと思います。

★出 席 奨 励 委 員 会　野口一信委員長

T ・ 正 会 員 数 56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 3１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 73.5％

★ スマイルボックス委員会　湯本茂作委員

～ニコニコ報告 右のページへ～

武田会長 年次総会、古沢会長エレクトお疲れ様です。
よろしくお願い致します。

石渡幹事
東京中央ロータリークラブより冨田榮吉会員さん
、ようこそおいでいただきました。古沢エレクト、
境野幹事次年度宜しくお願いします。

東京中央RC
冨田榮吉様　

行田ロータリークラブ様の震災ボランティア活動
に敬意を表して

小山会員

東京中央RCの冨田様ようこそ。
心から歓迎申し上げます。当クラブの鈴木貴大が
、東北震災の折、大変お世話になりました。
古沢丸出航おめでとう。この12月～3月の4か月
間の準備が大切。心からご期待申し上げます。

稲垣会員 東京中央RC、冨田様ようこそ行田へ。

福島会員 今年も残り一か月です。向寒の折、お身体を
大切にお過ごし下さい。

山本会員 古沢さんおめでとうございます。

永島会員
お陰様で「忍の行田の語り部の会」会員82名に
なり12月13日からスタートをいたします。

蔭山会員
冨田様、行田RCの例会に出席していただき
ありがとうございました。
次年度の顔ぶれも決まりました。

古沢会員 本日の年次総会お世話になります。
よろしくお願いします。

清水義夫会
員

地区大会では会長幹事には
大変ご馳走様でした。紹興酒うまかった。

小池会員
次年度古沢丸が出航します。
皆様で応援したいと思います。頑張れ！

冨田会員 本日年次総会お世話になります。

湯本会員 古沢次年度会長おめでとうございます。
頑張って下さい。

小川会員 義父の冥福を願って。

内山会員
このたび、はからずも黄綬褒章を賜りました。
皆様からお祝いの言葉をいただき心より感謝と
御礼を申し上げます。ありがとうございました。！！

坂本会員
先日の日曜日、読売巨人軍の若手選手が
鴻巣カントリークラブで5組のゴルフコンペを
してました。

鈴木貴大会
員

東京中央RC冨田様、やっと逢うことができました。
今度、帝国ホテルにメイクアップに行きます。

以下同文

小椋会員、岡田会員、持田会員、鴨田会員、
橋本会員、碓井会員、宮内会員、斉藤会員、
中島会員、坂田会員、小沢会員、柿沼会員、
境野会員、野口会員

本日のニコニコは53,000円でした。
ありがとうございました。（順不同にて報告しました）

★ 点 鐘　 武 田 和 則 会 長
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