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★ 点 鐘　

★ 会 長 報 告　 　湯 本 茂 作 会長代行 

皆さんこんにちは。今日も武田会長の会長代行として、お話しさ

せて頂きたいと思います。昨日も電話で武田会長さんとお話しさ

せて頂きましたが、近所のお医者さんで造血剤を投与して頂いて

いまして、今までの貧血状態もかなり良くなってきているようです。

今月23日の手術日は、予定通りで行えるのではと言っておりまし

た。皆様には大変ご迷惑をお掛けして、申し訳ないです。クラブ

のメンバーさんに宜しくとの事でした。今日の私のお話は、植毛

について少しおしゃべりさせて頂きたいと思います。人間誰しも頭

のてっぺんははげる事になっているそうです。しかし誰でもはげる

わけでも無いようです。はげる理由は、女性ホルモンの関係だそう

です。しかし後頭部や側頭部は、逆に殆どの人がはげないそうで

す。ですから移植する場合は、後頭部や側頭部の髪の毛を使用

します。縦一センチ幅15センチ位を皮膚から切り取り、毛根一本

一本はげているところに植え込んでいきます。手術時間は、約4

～5時間位です。手術は局部麻酔かけて行いますので、痛みは

殆ど感じません。後頭部の切り取ったところは皮膚を引っ張り合わ

せ縫ってしまいますので、傷口は一本の線になって傷口は殆ど

目立ちません。移植した毛は4日から5日位で落ち着きます。2日

目から軽くシャンプーくらいはできます。7日目くらいからは普通

にシャンプーが出来ます。手術後4日間は、禁酒です。タバコは

1ヶ月間禁煙です。タバコ吸いの方は、辛そうですね。

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

～会長報告　続き～

移植後、半年位から一年で見違えるほど髪がふさふさになるそう

です。一年後が楽しみです。ご期待ください。因みに今回お世話

になったクリニックでは、年間1,000人からの患者さんをお世話さ

せて頂いてるとのお話でした「我もと思われる方」は、是非挑戦し

て見ては如何でしょうか。今日はこの後、諸貫健一会員より「ロー

タリーの友委員として」のお題目で、卓話をして頂きます。宜しく

お願い致します。御静聴有難うございました。

★ 結 婚 ・ 誕 生 祝 い

結婚祝い 誕生祝い

結婚・誕生祝いを代表して、小椋会員にご挨拶をして頂きます。

上の２人の子供が働きだして、下の子供はまだ高校生です。

やっと手がかからなくなってきました。本日は、結婚・誕生祝いを

ありがとうございました。



★ 幹 事 報 告　　　　　石渡 健司幹事

前回の例会で報告しましたが、大事な事なのでもう一度報告しま

す。武田会長が、体調不良の為にしばらくの間休みます。武田

会長欠席の間、理事会で湯本副会長を会長代行に承認されまし

たので、ご報告します。期間は武田会長が復帰するまでとします

。湯本副会長には、今後の行田ロータリークラブの一切の決済

業務及び運営の代表責任者となって頂きます。本日例会終了後

に親睦旅行の説明会を開催しますので、参加の方ご出席宜しく

お願いします。ＲＩ2570地区より秩父ロータリークラブがホストする

秩父市羊山公園内の「ロータリーの森」の清掃、そして除草奉仕

活動の要請が来ています。5月12日の午前10時より、正午までと

なっております。5月4日金曜日に、例年の通り第２７回のさきたま

火祭りが行われます。実行委員会より招待が来ております。今回

の実行委員長は、小山会員のご子息小山喜一郎君です。前回も

報告しましたが、ＧＳＥ受入が4月17日より始まります。18日には

古沢会長エレクトと、境野会員・井上会員でお世話をして頂く事

になりました。御3方には、宜しくお願いします。また19日の例会

には、出席を予定していますので宜しくお願いします。次回例会

は、4月19日木曜日アイトピアに於いてのぼうの城委員会によりま

す井上会員の「おもてなしの心」について、卓話を予定していま

す。多くの出席をお願いします。宜しくお願いします。米山奨学

生の除さんのお土産が届いています。ご持参下さい。

★ 委 員 会 報 告

※ 雑誌委員会　福島伸悦委員長　

ロータリーの友読み処紹介

福島委員長より、「ロータリーの友」の今月号の中から

、読み処の紹介がありました。

.....................................～委員会報告　右ページへ続く～

※ケヤキホーム委員会　稲垣功一委員

先日、ケヤキホームの理事長さんに卓話をして頂きました。会員

の皆様におかれましては、沢山の方に社会福祉法人昇栄会後

援会にご入会して頂き、ありがとうございました。感謝致します。

★ 本日の卓話 

「ロータリーの友委員として」......諸貫健一会員

会員の皆様、こんにちは。2ヶ月程前に福島さんから℡が有り

、「4月１２日の会員卓話でロータリーの友委員の事を話して貰え

ないか？」と言う要請が有りましたので、「良いですよ。」と、引き受

けました。何せ１０年以上前の事なので、正確では無い所はご勘

弁を御願い致します。我が行田RCから2000年度にガバナーエレ

クトが誕生致しました。故小池英輔会員です。翌2001年になって

、私に「ロータリーの友委員」になれ、との指図が有りました。「分

かりました。」と引き受けたものの、詳しい役割は知りませんでした

。地区協議会の時、「自分はどの会場に行けば良いのか？」 地

区幹事予定者の小山会員に聞くと、「ロータリーの友委員? クラ

ブ奉仕委員会の会場の一番後ろに椅子を置いておくから其処に

座ってくれ」 彼も「ロータリーの友委員」の何たるかを知らなかった

と思われます。その後、行田RCで地区委員としてガバナーエレク

トから辞令を受け、間も無くロータリーの友日本支部から「７月４日

の月曜日に東京、芝のプリンスホテルで会議があるから午後2時

までに集合せよ」との手紙が来ました。今、此の原稿を書いている

のが4月3日。「前日より低気圧が急速に発達しながら日本列島に

来襲、関東地方は風速２８mの雨風が吹く」との警報が出されて

います。当日も同じく前日から「大型台風が関東地方に上陸す

る」と言う警報が出されて居ました。会場近くの駅は横殴りの風雨

で用意した合羽を着て会場に到着。32人の友委員（航空便ストッ

プで3名欠席）は6テーブルに分けられ、私は一番隅のテーブル

に氏名とクラブ名が書かれた指定席が有りました。

～卓話　次のページ左へ続く～



～本日の卓話　前のページより続き～

勿論、入室前には首に架ける名札を渡されます。間もなく、中村

さんと言う方が司会をされて会議が始まりました。各テーブル毎に

、一名ずつ自己紹介をして「ロータリーの友」に関しての意見を述

べます。各自3分との持ち時間を言われていましたが、皆さん大

変な能弁家揃いで（地区のガバナー月信編集者、地区幹事の

経験をされた方が多い）決められた時間を守らない。私のテーブ

ルにやっと番が回って来た時には急に制限時間が2分になってし

まいました。そこで私は最初に挙手をして発言を致しました。「此

のテーブルには九州の方と北海道の委員の方が居ます。今、来

ている台風で飛行機が欠航すると予想されたお二人は前日から

このホテルに宿泊されて、此の会議に出席されている、其の方に

2分で喋れとは何事だ。

友記事「クラブでダンス教室」

この教室では福島会員に大変お世話に為りました。改めてお礼

を申しあげます。彼が宗道宗の布教活動の一環として得意の（日

本ではボールルームダンス学生チャンピオン）ダンスにのめりこみ

、モルモン教徒の素晴しいパートナーと巡り合い1980年全米チ

ャンピオンとなり（アメリカ国籍ではないと言う事で世界大会に出

場出来ず、翌年も連続制覇、2年連続の優勝者なので特例とし

て世界大会に出場）私は此の実績が如何に至難の事かをダンス

経験者として十分に承知していましたので、失礼にも「全米５４週

覇者の証拠を持って来いと彼に言いましたら、メタルを二つと其の

時のスナップ写真を持参してきました。私は彼に非礼を詫びて丸

岡に招待致しました。其の時御願いしたのがRCでのダンス教室

です。此れが大変好評で、須加公民館での10回が終了後、小

池英輔会員は市内の教室に奥様同伴で一日置きにレッスンを受

けていたそうです。此の記事の時、忍城スタートの写真がクラブ

に無く、埼玉新聞で見ましたので貸して貰えないか交渉したとこ

ろ（女性の記者）「熊谷市役所４階にある業界クラブと交渉して貰

いたい」と言うので早速出かけましたら、其処に誰も居ません。「そ

んな所にいたら記事は取れません。」との事。事前にアポを取っ

て年当番の朝日新聞に説明して（RCの説明からしなければなり

ませんでした。青年会議所は良く知っているのに。RCの広報がい

かにお粗末か改めて認識致しました）それから例会で余った友誌

を「行田の各公民館に配布して良いか？」長島会長に相談したと

ころ、了解を頂きました。実際は引き取り手の居ない友誌の大量

の保管に事務局が困って居た様です。当時の中央公民館（現在

の忍・行田公民館）に相談したところ、新井館長が青年交通指導

隊員と分かり私が初代の副隊長と知ると態度が一変。「諸貫さん

、各公民館に配るのは此方でやります。毎月余っただけ此方に

届けて呉れれば結構です。メール配送の許可、公民館への文書

通達も此方でやります」以来10年間、現在は未来の事務局に私

が「ロータリーの友」を毎月16冊届けています。新井さんとは、そ

の後、私の飼い犬を狂犬病の予防注射で長野の保険所に行った

時に保健所長として久しぶりに会いました。尚、行田青年交通指

導隊の初代隊長は小野田タイヤさんで夏冬服支給、給与無し、

仕事は朝７時から小学生の登校の安全を図る事。

～本日の卓話　左のページより続き～
副隊長は３名で私の部下は当時市役所勤務、後さくらRC会員に

入会した永沼さん、清水義男さん（清水アーネット会長）、小川さ

ん（現行田商工会議所会頭）、うどん屋の田丸やの錬ちゃん｛故

人｝まじめに来るのは永沼さんのみ、顔が揃うのは飲み会だけ

。40年前は、みんな若く元気でした。小池ガバナーは友委員に

吹上RCの岩崎さんを候補者としてクラブに交渉したところ健康上

の理由で断られ、当時行田RCの会報の作成を長年していた大

谷さんに相談したところ大谷さんが私を推薦した。と言う事を大分

後で耳にしました。大谷さんは何も言いませんが。大体、司会の

お喋りが長すぎる。と、クレームを付けました。何とか会議は終了

。その後、席を替えて前任の友委員との引継ぎと言う名目での懇

親会。同じ会場にガバナー35人と前任ガバナー35人も懇親会を

開いて居ました。「成程、これが予定されて居たので司会者は急

いだのだな」私は理解しました。前後、両隣の委員の方と名刺を

交換しながら食事をしていると、小池英輔ガバナーが私の所へ来

て私を席から連れ出し声を潜めてこう言いました。「諸貫さん、先

の会議の司会をした方は東京地区のパストガバナーなんですよ」

はて？新旧ガバナーの懇親会で私の話が出たな。これは小池さ

ん、困っている。と察して「直ぐ、其の司会者の方の席に私を連れ

て行って下さい。」と頼みました。そして委員会の司会者に「ご無

礼の段平にご容赦を。」と頭を下げますと本人はニコニコと笑って

「いやいやいいんですよ」と鷹揚に笑って居ました。次の会議の手

紙を見て驚きました。「次回からロータリーの友委員」の会議は西

と東に分け、西は会場を大阪で、東は東京で開催致します」と言

う内容でした。あの司会者、只者ではない。皆さんお手元の「ロー

タリーの友。4月号の49頁に「日本ロータリーの分布図」各地区を

カラーで表示して在ります。東が橙色で第一ゾーン,中心がピンク

で第2ゾーン、西がグリーンで第3ゾーン。現在の「ロータリーの友

委員」は此の様にゾーン別に区分され、名称も頭に代表が付き

「ロータリーの友代表委員」と呼ばれているそうです。今年の2月1

日に熊谷南クラブにメーキャップに行き、「朝霞の地区幹事経験

者、現ロータリーの友代表委員」の栗山さん（西川ガバナー年度

の地区研修委員長で私が第５グループの地区研修委員）の卓話

で知りました。その日本地図の下の真ん中に理事の肩書きの名

前の方が20名位載っています。その理事の上から4番目に中山

昌平（東京北RC）、此の方が私にクレームを付けられた司会者だ

と思います。此処で地区や各RCに於いて友委員はどの様な位

置付けをされているか？私の一年間の経験からの推測をお話致

します。地区やRCでは多くの行事が企画されます。地区大会、

地区協議会、或いはクラブ何十周年記念等々、それらに何がし

かのお祝い金を持参して（友委員には予算は付きません。）式典

に参加しますと最前列に案内され、又、懇親会のテーブルは地

区内外のパストガバナーとの相席が殆どでした。当初の小山地

区幹事の理解していないとお話した理由が此れです。皆さんの

お手元にクラブの年度計画書からコピーをした地区役員組織表

が在ります。その左上にロータリーの友代表委員、何で「代表」が

付いたか友委員は34人でガバナーと同数です。

～卓話　次のページ左へ続く～



～本日の卓話　前のページより続き～

地区役員は大概上に誰か居ます。友委員はだれも居ません。つ

まりその所属する地区役員で有りながら地区を代表する役員でも

有ります。2001-2002年度の「ロータリーの友委員」（以後、略し

て友委員と致します）の役割は毎月、友委員に配送される

「友」（委員にはクラブ向け配送より１０日程早く送付されます）を

良く読んで感想を原稿用紙2枚程度に纏めて「友」の事務局に

（当時はプリンスホテルと芝　増上寺の中間にあるABC会館と言う

ビルの４階に在りました）手紙かFAXで送る事。年末迄に「地区の

話題」と「我がクラブ自慢」と言う欄に載せる文章をなるべく早く友

事務局に送付することでした。其の他に二ケ月に一度開催される

委員会に出席することです。お手元にお回ししています「地区の

歩み４」の84-85頁に「クラブのダンス教室」（2000年｛友｝１１月

号諸貫健一「行田」）、「たすきリレーで白河へ」（2001年「友」10

月号　地区委員　諸貫健一｛行田｝）として掲載されています。友

委員の原稿は必ず友誌に掲載されるとの保障は有りません。あく

までも選ぶのは友の編集委員会です。話は先程の理事の所に戻

りましてお手元の4月号の日本地図の下に代表理事と言う肩書き

の方が居ります。私の時は此処に寄居RCのパストガバナー森さ

んが居ました。私は此の森さんに大変かわいがられまして地区大

会の時にはRI代理ラメッシュ・パイさんを囲んでの懇談会には私

をセクレタリーとして（そんな役目は在りません）急遽出席させて

頂きました。私はセクレタリーの役目を額面どおりに受けてメモを

取りましたがRI代理の発言はチンプンカンプン、分かるのはロー

タリー、とスクールだけ（インドとマレーシアに500校の医学校を経

営しているそうです。同地域内の医者の参分の一はその卒業生

とおっしゃいました）話が一区切りすると間髪を入れず日本語で

通訳する川辺さん（渡辺さんの友人で加須RC・「加須会員も存在

を知りません」）にお聞きしましたら、「RI代理とは事前に何十枚も

のFAXを交換してあるので話している事は大体分かる、例え誤訳

しても双方共判らないのだから。」と言ってました。残念ながら其

の川辺さんも地区大会後間も無く、森さんは牛窪パストガバナー

（川越rc）と前後してお亡くなりになりました。故 小池パストガバ

ナー共々其の業績を讃えてご冥福をお祈り致します。

★ 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 25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 9名

本 日 の 出 席 率 65％

★ スマイルボックス委員会　井上真弓委員長

野口一信委員長 井上真弓委員長

ニ コ ニ コ 報 告 

湯本会長代行
本日は、諸貫健一会員様、
卓話ありがとうございます。

石渡幹事 諸貫さん、卓話ご苦労様です。

小川会員 諸貫会員の卓話、楽しみに出席しました。

冨田会員 諸貫パスト会長、本日はご苦労様です。

永島会員
おかげさまで昨日春雨の中、行田ゴルフ会にて
見事優勝をしました。ネット69でしたが、ハンデ
ィはお恥ずかしいので聞かないでください。

古沢会員 諸貫パスト会長、卓話楽しみです。
宜しくお願いします。

小林会員
春満開、桜に誘われて酒日和の気分です。
諸貫様卓話ありがとうございます。

大野会員
諸貫さん、卓話ありがとうございます。
すみません出張の為早退させて頂きます。

持田会員
前週のグランドゴルフ、大変楽しく過ごせました。
委員会の皆様、ご苦労様でした。

小椋会員 諸貫会員卓話ご苦労様。

福島会員 諸貫様、卓話ありがとうございます。

稲垣会員 ケヤキホームの後援会、大勢入会ありがとうござ
います。諸貫会員、卓話ありがとうございます。

清水義夫会員 先般の浅草ツアーでは大変お世話になりました
。楽しかったです。

小山会員 諸貫会員、卓話ありがとうございます。

武笠会員
去る4月1日行田鉄剣マラソン10kmを久々に
51分31秒の好タイムで完走しました。
本日早退ですみません。

諸貫会員　 本日は会員卓話させていただきます。

宮内会員 用事がありまして、1時に早退させていただきま
す。

野口会員 娘、高校入学、長男、高校野球14日初戦、忙し
いことは良いことです。

以下同文
斎藤会員、清水治雄会員、柿沼会員、鈴木克
枝会員、鴨田会員、境野会員、井上会員

本日のニコニコは27,000円でした。ありがとうございました。

★ 点 鐘　　　　　湯 本 茂 作 会 長 代 行
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