
会長：　古沢　勇治 / 幹事：境野 登章 ： 例 会 日：木曜日

クラブ会報委員会： ： 午後 12:30開会

委 員 長 ：持田朋春 ： 会.....場：ベルヴィ アイトピア

　　副委員長 ：冨田久雄

第２２６０回 第 一 回 例会 （2012年 7月5日）

★ 点鐘 ★ 幹事報告... ... ....境野登章幹事

★ 国家斉唱......................君が代 ★ 結婚・誕生祝い

★ ロータリーソング斉唱...奉奉仕の理想 ★ 祝辞　諸貫健一パスト会長

★ 四つのテスト唱和 ★ 出席奨励委員会 　｠ 　｠ 　 野口一信委員長..　　....

★ 会長挨拶......　　古沢勇治会長 ★ スマイルボックス委員会｠ 　井上真弓副委員長

★ 役員就任式　選任証書授与式 ★ 点鐘......　　 古沢勇治会長

★ 点 鐘

★ 会 長 挨 拶　 　古 沢 勇 治 会 長

.皆様、今日は！只今ご紹介いただきました、2012～2013年度

行田ロータリークラブ47代会長を仰せつかりました古沢でござい

ます。本日は第1例会にこのように大勢の会員の皆様にご出席を

いただき、心よりお礼申し上げます。もう既にご存知かと思います

が、2012～2013年度のＲＩ会長は、お隣の第2770地区八潮ロー

タリークラブの会員であります「田中作次」氏であります。日本人と

しては3人目となる国際ロータリー会長ということで、まさに日本の

ロータリーにとりまして特別の年度ということになります。そしてＲＩ

テーマ「奉仕を通じて平和を」を提示されました。まさに「平和」が

ロータリーにとって究極の、そして実現可能な目標であると示さ

れました。新潟県出身で、小学生の頃に行商を生業としていた

母親と、早朝から野菜などをリヤカーに積んで売って歩いていた

そうです。いつも、料金よりも多めに野菜を売ってあげていた母親

の姿が自分の原点であると言います。そんなことが、相手の幸せ

を考えながら社会に役立つ活動を行い、平和な世の中にしてい

きたいという発想に繋がったのだと思います。

～会長挨拶 次ページへ続く～



～会長挨拶 続き～

また、当地区のガバナーに就任された「鈴木秀憲」氏は、「重点

課題は奉仕の追求」として、先ずは会員個々が職業奉仕に努め

、その上でクラブや地区が社会奉仕・国際奉仕に努める事である

と唱えられ、さらにそれを活動に結びつけることが大切と結んで

おられます。そして、ロータリーが動くことでいい風が吹くことを表

した地区のテーマバッジが作られたと聞いております。本年度、

私は「基本に返ろう」を行田ロータリークラブのテーマに決めまし

た。1905年ポールハリスが最初のロータリークラブを結成して100

年あまり経ちました。ロータリーも、親睦最優先の団体から善意と

平和を築く為に国際規模で組織され、自分を磨き人を育て、とき

には慈善行為、ボランティア活動を行う世界的な団体に発展しま

した。ロータリーの目的は、それぞれの会員の企業活動の根本

に、奉仕の理想をおいてそれを磨きあげることだと思います。しか

し最近のロータリーを見ると、何故かその基本のところが少し曖昧

になり、ロータリーを理解しない会員も僅かながら見うけられます。

今年度は例会の重要性を再認識し、例会を通じ親睦を養うことは

勿論のこと、ロータリーのことが少しでも学べる機会にしたいと思

います。本年度の年度計画書がお手元にあると思いますが、そん

な気持ちで例会風景を表紙に使いました。そんな中、大変申し

訳ないと思いますのは、私がスピーチをしている写真を使ったこと

です。正直悩みましたが、他の方のどなたの写真をもってきても、

他の年度、他のクラブの年度計画書に見えてしまうと幹事に言わ

れ、仕方なくつたない写真を使わせて頂いたというのが、本当の

ところでございます。申し訳ありませんでした。本題に戻ります。例

会重視は申し上げましたが、会長報告や卓話にもロータリーの話

題や情報を数多く取り入れ、クラブ協議会やクラブフォーラムの

場で、ロータリーを語り合おうと思います。ＳＡＡの協力を得て例会

場の設営にも工夫を凝らし、少しでもロータリーらしく重厚で落ち

着いた会場作りを心がけたいと思います。時期によって座席にも

変化をつけ、フリー席であったり指定席にしたり、クジ席にして皆

で親睦が図れるように考えて行きたいと思います。事業に関して

は基本的に各委員長の方針に基づき、出来ることを実践して行

きたいと考えています。特に年度後半は委員会プログラム例会と

称し、各委員会に独自のプログラムを提供して頂き、その例会を

仕切ってもらおうと考えております。基本に返って、皆で例会作り

に参加してもらおうと思います。また今年度はクラブ研修リーダー

委員会に重きを置き、数回のクラブ協議会を通じ会員の皆様にロ

ータリー情報を伝えると共に、クラブの運営・立案にも加わって頂

きたいと思っています。またメインの一つであります「職業奉仕」に

ついては私の思い入れもあり、委員長の協力のもと、ロータリーの

金看板としての職業奉仕を掘り下げて学んで行きたいと思います

。「四つのテスト」を例会で唱和するだけでなく、四つのテストの

活用方法や活用結果を何らかの方法で求めてまいります。職業

奉仕の事例の紹介なども行い、会員の職業奉仕熱を高めて行き

たいと思います。企業訪問も併せて行いますので、ご期待頂きた

いと思います。もう一つのメインですが、特別事業として、行田周

辺地域の皆様を対象にした「地域間交流ウオーキング大会」を実

施したいと思います。

ウオーキングは、今や健康志向スポーツの代表格であることは周

知の事実ですが、その他、地域の人々がともにふれあい、コミュ

ニケーションを取れる最も簡単で有効なスポーツのひとつであると

思います。また我がふるさと行田を思うとき、今年は「のぼうの城」

の上映、「たんぼアート」のギネス挑戦といったニュース性の高い

イベントもあり、千載一遇のチャンスの年でもあります。そしてさき

たま古墳群世界遺産登録は、壮大な夢として我々の心に残りま

す。この機会に「地域間交流ウオーキング大会」を開催し、たくさ

んの人に行田を訪れていただき、思い出づくり・健康づくりはもち

ろんのこと、歴史のまち・世界遺産候補のまち行田を、そしてロー

タリーを広く地域社会にアピールしたいと思います。地元の各種

団体にも協力を求め、末永く地域の皆さまに愛される大会にでき

れば、この上ない光栄です。継続事業ですが、行田ロータリー文

庫の充実、スクールバンドフェスティバルの開催支援、白河との

児童交流会は素晴らしい事業と思いますので、今年度も続けさ

せて頂きます。そして姉妹クラブとの交流や青少年交換事業も、

大事にして参ります。最後に二つ申し上げたいことがあります。

一つは会員増強のことです。今ロータリーの行く末を考えるとき、

会員の増強は避けては通れません。今年度は、別枠で会員増

強を第3のメインに添えたいと思います。年度計画書に１ページ

だけ、カラーの用紙を綴じ込みました。開いてみて下さい。未充

填職業分類表になっています。かなりの数の職業が載っています

。ご覧頂いて新たな入会候補の方の検索にお使い頂けたらと思

います。委員長にお願いして、増強のための戦略会議等も考え

ております。もう一つですが、今年度はニコニコを本会計から外し

、特別会計としました。ご存知のようにニコニコボックスは例会をに

ぎわせて親睦を増進し、そのお金が社会奉仕の資金になる、

すなわち「親睦から奉仕へ」のロータリーの本質を具現していま

す。決して会費のようにクラブの運営費として使うことが大儀では

ありません。皆様の篤志であるニコニコを、音楽読書、環境歴史、

姉妹クラブ、新世代プログラム、青少年交換をはじめ、さまざまな

社会奉仕事業に充当したいと思いますので、心からのご理解を

お願い申し上げます。以上をもちまして会長挨拶といたします。

一年間、よろしくお願いします。

本年度の主たる事業

※職業奉仕の追求

※地域間交流ウオーキング大会開催

※白河ロータリークラブとの交流（交換卓話、ゴルフ）

※台北城中ロータリークラブとの交流（姉妹クラブ調印式）

※桑名北ロータリークラブとの交流（ゴルフ）

※行田ロータリー文庫の充実

※スクールバンドフェスティバル開催支援

※行田・白河児童交流会開催

※青少年交換プログラム

※さきたま古墳群の世界遺産登録支援



★ 役員就任式　選任証書授与式

新役員１５名に古沢会長より授与されました。

★ 幹 事 報 告　　　　境 野 登 章 幹 事

皆さんこんにちは。古沢年度の幹事を仰せつかりました境野です

。至らない点など多々ありますが、１年間どうぞ宜しくお願い致し

ます。では幹事報告を申し上げます。皆様のご協力により、今年

度の素晴らしい年度計画書が出来上がりました。本日お配りして

おりますので、今年度の指針として、例会時そしてその他の時に

もぜひ持ち歩いて頂き、ご利用して頂けると幸いです。年度計画

書の作成にあたり、大谷会員には大変お世話になりました。あり

がとうございました。皆様すでにお気付きの事と思いますが、各ク

ラブより頂いたバナーを毎例会ごとに例会場に飾りたいと思いま

す。そして食事中に、BGMを流させて頂きます。今年度の結婚祝

いと誕生祝いは、皆さんからニコニコと評してお代をお預かりする

事はありません。誕生祝いは、奥様のお誕生日にご自宅に鉢植

えの花をお届けさせて頂きます。結婚祝いは、ご結婚記念日に

お花をお届けさせて頂きます。本日午後6時より、「第一回地区

大会実行委員会」がこちらアイトピアに於いて行われます。お隣

りの吹上クラブより鈴木秀憲氏がガバナーとして出られますので

、皆さんぜひ応援をして頂き、～右ページへ続く～

～幹事報告　続き～

関係者の方におかれましては今晩もどうぞ宜しくお願い致します

。先ほど理事会が行われました。審議事項を申し上げます。

１号　　前回議事録承認の件

２号　　予算書、一部変更の件

３号　　7月と8月のプログラム承認の件

４号　　会費徴収時期の件

５号　　理事会開催日及び開催時間の件

６号　　出席規定免除資格会員承認の件

７号　　炉辺会合とメィキャップの件

８号　　地球温暖化ストップ「チーム・マイナス６％」の件

９号　　第19回市民祭「行田浮き城まつり」広告協賛の件

８号議案に関して「チームマイナス６％」から「チャレンジ２５」と

名前を変える事により、他を含め全て承認されました事を、ここに

ご報告申し上げます。では先にお伝えしておく必要がある内容を

、ここにお伝えさせて頂きます。会費の納入に関してですが、7

月12日までにお願い致します。月一の理事会開催日時に関して

ですが、前年度同様に毎月の第一例会日の午前11時に決まりま

した。関係者の方は、どうぞ宜しくお願い致します。7月8月のプロ

グラムに関しては、メール・FAX等を使い、皆様にご連絡をさせて

頂きます。本日の例会後に集合写真をお撮りしますので、皆さん

最後まで残って頂けたらと思います。以上、幹事報告でした。

ありがとうございました。

★ 来 訪 者 紹 介　古 沢 勇 治 会 長

米山奨学生の茹一辛さんです。

前年に引続きお世話になります。よろしくお願いします。

★ 結 婚 ・ 誕 生 祝 い
結婚・誕生祝いの方を代表して、

山本会員にご挨拶をしていただきました。



★ 祝 辞　 諸 貫 健 一 パ ス ト 会 長

古沢・境野年度へ

第１回例会に発言の機会を得ました事にまずお礼申し上げます。

古沢会長は私より１０歳年下、最も充実した年齢、しかも温厚、ま

じめ、彼の怒った顔を私は見たことが有りません。彼がエレクトに

なってまもなくの夜間例会で、私に「諸貫さん、会長はどうしたら

良いのでしょうか？」と真顔で問いかけて来ました。私は咄嗟に

「自分のやりたい事をすれば良い。」と答えました。会員が５７名も

居るクラブで、二度と会長はやれませんから。その後6月後半の

例会で私にA4に書いた「次年度の目標。」を手渡して呉れました

。それが今、皆様のお手元にある年度計画書の素案です。素晴

しい目標です。目標実現にクラブ全員で応援しましょう。　幹事の

境野君は５０歳。若いが、これまた会長にシンニュウを掛けたよう

な人柄です。「会長、幹事はお神酒徳利。」とは上手く言った物

です。ただ心配なのは、二人とも真面目過ぎる事。自分の意見を

貫く為に、時には手練、手管も必要。迷った時は、いつも「四つ

のテスト」と照らし合わせてください。必ず答えが見つかります。

会長は孤独です。最終的に決定するのは会長なのですから。

後で振り返り、「もう一年やりたかった。」と思えるくらいになる様に

祈念して、私の「激励の言葉」と致します。

★ 出 席 奨 励 委 員 会　 野口一信委員長

T ・ 正 会 員 数 55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 41名

B ・ 各承認者の例会出席者 9名

MU ・ 本日のメーキャップ者 2名

本 日 の 出 席 率 82.6％

★ スマイルボックス委員会　 井上真弓委員長

ニ コ ニ コ 報 告

古沢会長 皆様、今年度、幹事とともに一生懸命頑張ります
ので一年間宜しくお願いします。

境野幹事 会長と共に頑張ります。
一年間よろしくお願いします。

小山会員
古沢丸の出航心より御祝申し上げます。
一年間悔いのないよう思い切り活躍してください。
ご期待申し上げます。

山本会員 古沢年度スタートおめでとうございます。本日、妻
の誕生祝いのお花ありがとうございました。

蔭山会員 古沢・境野年度の出発を祝して。

福島会員 古沢・境野丸の船出をお祝いします。本日申し訳
ありませんが早退させていただきます。

湯本会員 古沢会長、境野幹事、
一年間宜しくお願いします。

武田会員 古沢・境野年度、良い年度になりますように。

冨田会員 古沢・境野年度の船出を祝って。

持田会員 古沢・境野年度を祝して。国際奉仕・クラブ会報・
広報委員会、一年間よろしくお願いします。

小椋会員 古沢会長、境野幹事、一年間頑張ってください。

大野会員 古沢会長、境野幹事、一年間頑張ってください。

鈴木貴大
会員

楽しいロータリーライフを目指して、
一年間のスタートを切ります。

渡辺会員 一年間宜しくお願いします。

中島会員 古沢様、境野様、一年間ご苦労様です。
健康に十分気をつけて下さい。

武井会員 古沢会長、境野幹事、
一年間宜しくお願いいたします。

宮内会員 古沢新年度スタート、おめでとうございます。

黒渕会員 古沢会長、境野幹事、
一年間体に気を付け頑張って下さい。

小菅会員 古沢会長、境野幹事、
一年間宜しくお願いします。

諸貫会員 古沢・境野年度、
第一回例会おめでとうございます。

清水義夫
会員

古沢・境野年度、一年間大いに活躍を期待致しま
す。武田・石渡年度、ご苦労様でした。最終例会
欠席致しまして申し訳ありませんでした。

小川会員 年頭にあたりたずねる、胸に手をあてて、
己ロータリアンかと？

その他同文

小林会員、小池会員、稲垣会員、石渡会員、
鴨田会員、坂本会員、内山会員、清水治雄会員
、斉藤会員、阿部会員、鈴木克枝会員、柿沼会
員、野口会員、大谷会員、小沢会員、碓井会員、
坂田会員、橋本会員、井上会員 

本日のニコニコは162,000円でした。

ありがとうございました。

★ 点 鐘　 　古 沢 勇 治 会 長
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