
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：ベルヴィ アイトピア

　　副委員長 ：永島 健雄

第２２４０回 第 三 十 回 例会 （2012年 2月16日）

☆ 点鐘 ☆ 幹事報告... ... .... . 石渡健司幹事

☆ ロータリーソング斉唱...... ☆ 委員会報告

☆ 四つのテスト唱和 ☆ 白河ロータリークラブ　交換卓話

☆ 来訪者紹介　武 .. 武田和則会長 ☆ 出席奨励委員会 .... .... 　野口一信委員長

☆ 会長報告......　　武田和則会長　　 ☆ スマイルボックス委員会｠... 井上真弓委員長

☆ フレッシュマンセミナーの終了証明書授与 ☆ 点鐘

★ 点 鐘　 ★ 来 訪 者 紹 介

白河ロータリークラブより、会長の小﨑達蔵様。

会長エレクトの須藤博之様。副会長の田村俊男様。

そしてシスター委員長の鈴木利彦様がお見えになりました。

本日は、お忙しいところありがとうございます。

★ 会 長 報 告　　　 武田和則会長

皆さんこんにちは。白河ロータリークラブの皆さん、ようこそ行田

クラブにいらっしゃいました。会員一同、楽しみにお待ち致してお

りました。今日は会長エレクトの須藤博之様から卓話をして頂きま

す。どうぞ、宜しくお願い申し上げます。また昨年、行田ロータリ

ークラブ創立４５周年記念式典には、大勢の会員さんと大勢のご

家族様にご臨席頂き、大変嬉しく思っております。祝宴の時間が

短かった所為か、歓迎のお酌をしているところで閉会となってしま

い残念に思っておりましたが、今日は後程歓迎の祝宴を設けて

おります。時間も多少はあろうかと思いますので、楽しみにして頂

きたいと思います。そして去年の３月１１日の東日本大震災で被

害を受けられた方におかれましては、お見舞いを申しあげます。

鈴木利彦様のご商売の味噌蔵が少し傾いたと聞いておりました

が、修理は済んだのでしょうか。大変な事だったと思います。

...............................................会長報告　右ページへ続く

～会長報告　続き～

顧みると、去年の３月８日に私が会長エレクトとして白河ロータリ

ークラブ様で卓話をさせて頂きました。その後大黒屋さんで大変

に御馳走になりました。その節は、ありがとうございました。その後

３月９日に三陸沖で震度５弱の地震そして１０日には震度４の地

震。そして３月１１日には、震度７の地震が発生してしまいました。

私が慣れない卓話などするから、大地震が起きてしまったのでは

と案じておりましたが、まさかその様な事はありえないと思っており

ます。地震の所為で建物の倒壊はあまりなかったようではあります

が、現在では体験した事のない津波で被害が甚大になりました。

不謹慎ではありますが、幸いに白河市も行田市も海からの距離が

ありますので、被害もさほどでは無かったようです。しかし日本の

国土は38万Ｋm2で、世界第60位ですが、海の領海と排他的経

済水域をあわせると、約447万Ｋm2で世界第６位となり、国土の

約12倍となります。世界の国の数は195カ国だそうですから、日

本も捨てたのではありません。ですから中国とロシアと北朝鮮は、

日本が邪魔でしようがないと思っているのではないかと想像します

。気をつけましょう。また昨日から、愛知・・渥美（あつみ）半島の

南方沖、70kmの海域でメタンハイドレートの産出試験がスタート

したそうです。メタンハイドレートとはメタンガスと水が結晶化した

氷のようで、燃える物質だそうです。日本近海には国内の天然ガ

ス消費量のおよそ100年分に相当する量が埋蔵されており、次

世代のエネルギー資源として期待されております。将来、日本が

資源大国になる日が来るかもしれません。産出する為の費用等、

まだ色々と問題はありそうですが、今後注目してもらいたいと思い

ます。この様に、災害もあれば恵みもある様です。物事にはすべ

て一長一短があるのかなと、思われます。ではこれで会長報告と

致します。ご静聴、ありがとうございました。



★ フレッシュマンセミナーの終了証明書授与

フレッシュマンセミナーを受けた柿沼会員に、

終了証書の授与がありました。

★ 幹 事 報 告　　　　　石渡 健司幹事

白河ロータリークラブの皆様ようこそおいで下さいました。歓迎致

します。本日、白河ロータリークラブ様より交換卓話をして頂きま

す。また白河の皆様には本日の例会後に、６月１６日に行われる

行田・白河児童交流事業を行う会場の国立女性会館を視察して

頂きます。そして午後４時３０分より、富士見寿司に於いて歓迎会

を行いますので、多くのメンバーの参加をお願い致します。台北

城中ＲＣ２５周年記念大会参加親睦旅行ですが、多くのメンバー

のご参加を頂き誠に感謝申し上げます。順次渡航の手続きを行っ

ております。他にも参加出来そうな方、今からでも受け付けますの

で、宜しくお願いします。最後になりますが、白河の皆様より白河

だるま最中と清酒「千駒」を頂きました。御礼申し上げます。

★ 委 員 会 報 告

※姉妹クラブ委員会　小菅克祥委員長

ここアイトピアに於いて、今月の例会はこれで最後になります。よ

って、親睦旅行のお申し込みは事務局の方にお願い致します。

★ 白河ロータリークラブ　ご挨拶

※ 会長：小﨑達蔵様
一昨年、交換卓話で来た事を思い出しました。

これからも、どうぞ宜しくお願い致します。

※会長エレクト：須藤博之様
本日は卓話をさせて頂きます。宜しくお願いします。

※副会長：田村俊男様
まだ私、ロータリー暦は８年ほどです。まだまだ浅いですので、

皆さんの教えを蒙りたいと思います。社会保険労務士をしており

ます。この業界はまだ社会的認知は低く、これからがんばって、

社会的地位の向上に努めたいと思います。

※シスター委員長：鈴木利彦様

先ほど地震の話が出ましたが、その節は大変お世話になり、あり

がとうございました。姉妹クラブの交流会ですが、私の方でお世話

になります。宜しくお願い致します。今日は私の運転できましたが

、大変緊張してきました。本日は、どうぞ宜しくお願い致します。



★白河ロータリークラブ　交換卓話　　

会長エレクト：須藤博之様

昨年３月１１日の大震災の折には、行田クラブの皆さんには心温

まる義捐金など、ありがとうございました。さて、私は１９５４年３月４

日生まれです。職業柄、そう多くの例会には出られません。会長

職のお話を頂き、とても迷いました。でもとりあえず、指名を受けた

からには頑張ろうと思った次第です。趣味はドライブ。そして読書

と剣道です。剣道に関しては、ここ１０年くらい稽古をサボってお

ります。ドライブに関しては、白河から京都・奈良くらいまでは走っ

てしまいます。家内と２人で走り、楽しんでいます。１度娘を連れ

て行きましたが、こんな強行軍では疲れると言う事で、次から付い

て来なくなりました。さて、私は剣道で福島県で優勝しましたが、

アキレス腱を切ってしまい、剣道を諦めざるを得なくなってしまい

ました。その後青年会議所に入る事になりました。白河第一小学

校のPTA会長なども勤めさせて頂きました。そして次期PTA会長

など選出する時になっても、なかなか受けてくれる人が見つかり

ません。私は皆さんに、「自分の子供たちのためなんだから、皆

さんで役員をやりながら子供たちを見守りましょう。」と言いました

。そうしたら、皆さん喜んで役員等やって頂く事が出来るようにな

りました。打ち上げなど、アルコールの席なども増やし、結束度の

高いPTAが出来た事と思っております。私の仕事ですが、屋根の

工事などを行っております。昨年は礼の地震で瓦など落ちて大

変な事になりました。こんなにも需要があるのかと、大変な思いで

した。業界内で、自殺者が出るほどに大変でした。お宅がつけた

かわらがおちた。どうしてくれるんだ。それから、いつ工事をしてく

れるんだ。などが理由です。さまざまなプレッシャーの中での仕

事でした。札束を持ってきて、とにかくすぐやってくれと言うお客

様までいたほどです。震災があったおかげで、我々の業界は潤っ

たのかなと思います。後継者をしっかり作っておかないと、こんな

時に大変なのだなと思いました。震災の度に思うのですが、震災

が起きると必ずボランティアなど、助けてくれる人がいるんですね

。新しい出会いもあり、今でもお付き合いをしている人もいます。

災害地に先乗りして、被災地の内容を把握し、次にボランテイア

に来た人たちに、さい配を振るうわけです。今困っているのは、風

評被害です。セシウムなど色々と計測しておりますが、数値には

出てきてないのです。でも農協などの倉庫には、売れないお米

などがたくさん残っています。皆さんにおかれましては、心配あり

ませんのでぜひ福島県産の物をご購入して頂けたらと思っており

ます。除染も初めておりますが、仮置き場もなく、なかなか進んで

いかないのも実情でございます。皆様のご指導とご友情に感謝い

て、私の話を終わらせて頂きます。～～～中略～～～

★ 謝 辞　武田和則会長

会長エレクトの須藤博之様、本日はお忙しいところ

卓話をありがとうございました。



★ 出 席 状 況 報 告　 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 5名

MU ・ 本日のメーキャップ者 5名

本 日 の 出 席 率 72％

★ スマイルボックス委員会　　 井上真弓委員長

★ ニ コ ニ コ 報 告 

武田会長
白河ロータリークラブの皆様、ようこそおいでくだ
さいました。須藤会長エレクト様、卓話ありがとう
ございます。

石渡幹事 白河ロータリークラブの皆様、ようこそおいでくだ
さいました。卓話ありがとうございます。

白河RC
須藤博之様

他3名で参上いたしました。
宜しくお願いいたします。

蔭山会員 白河ロータリーの皆様ようこそ。

山本会員
白河ロータリークラブの皆様ようこそ行田へお越
し頂きました。ありがとうございます。

大久保会員
白河ロータリークラブ会長エレクト様ようこそ。
本日はご苦労様です。

湯本会員 白河ロータリークラブの皆様、行田ロータリー
クラブにようこそ。卓話ありがとうございます。

永島会員

おかげさまで埼玉県文化芸術拠点事業に最優
秀事業として、忍の行田の“昔話”語り部の会が
2月14日に埼玉県庁で7団体の発表会がありまし
た。

清水義夫会員 白河の皆様ようこそ。

小山会員
遠方より友来たる。また楽しからずや、
白河の皆様ようこそ行田ロータリークラブへ。
心から歓迎いたします。

宮内会員
白河ロータリークラブ会長様、皆様、ようこそ
いらっしゃいました。卓話楽しみにしています。

古沢会員 白河ロータリークラブの皆様、ようこそ行田へ！
本日はよろしくお願い致します。

大野会員 白河ロータリークラブの皆様ようこそ。

稲垣会員
白河ロータリークラブの皆様ようこそ行田へ。
須藤会長エレクト様、卓話ありがとうございます。

小菅会員

白河ロータリークラブ須藤様、卓話ありがとうござ
います。小崎様、田村様、鈴木様、ようこそ行田
へお越し下さいました。血液検査の結果、生ま
れて初めて中性脂肪が正常になりました。

中島会員 白河ロータリークラブの皆様、お寒い中遠路
お越し頂きご苦労様です。歓迎申し上げます。

小沢会員
白河ロータリークラブの皆様、本日は寒い中
来訪頂きありがとうございます。また白河に行く
日を、楽しみにしております。

小椋会員
白河ロータリークラブの皆様ようこそ行田へ。
須藤様、卓話を宜しくお願い致します。

井上会員
須藤様、本日は卓話ありがとうございました。
行田にも沢山の寺社仏閣がございます。
またぜひご夫妻でゆっくりいらして下さい。

以下同文

清水治雄会員、斉藤会員、阿部会員、
橋本会員、境野会員、柿沼会員、鴨田会員、
武井会員、碓井会員、岡田会員、渡辺会員、
倉持会員、野口会員

本日のニコニコは48,000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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