
： 例 会 日：木曜日

： 午後 12:30開会

： 会... . .場：ベルヴィ アイトピア

第２２６５回 第 六 回 例会 （2012年 8月9日）

★ 点鐘 ★ 委員会報告

★ ロータリーソング斉唱...奉我等の生業 ★ 本日の卓話　～行田ロータリークラブ創立記念例会～

★ 四つのテスト唱和 国際ロータリー2570地区　加藤玄静パストガバナー様　

★ 来訪者紹介　...... 古沢勇治会長 ★ 出席奨励委員会｠ 　　　　　野口一信委員長..　

★ 会長の時間....　　古沢勇治会長 ★ スマイルボックス委員会　　倉持好二郎委員

★ 幹事報告... ... ....境野登章幹事 ★ 点鐘......　　 古沢勇治会長

★ 点 鐘 ★ 来 訪 者 紹 介

国際ロータリー第2570地区 加藤玄静パストガバナー様と、埼

玉浮き城プロバスクラブの渡辺栄一会長様と澤田良一副幹事

様。そして米山奨学生の茹一辛さんです。皆様、ようこそいら

っしゃいました。

★ 会 長 の 時 間　 古 沢 勇 治 会 長

　皆様、今日は！　本日は会長挨拶！ではなく、会長の時間

です、よろしく！と司会者に紹介されました。これは本日のお

客様の加藤玄静パストガバナーのご指導によるものと思われま

す。少しテレますが、これで行きたいと思います。

　先週の例会で、各委員会の今年度の方針が出揃いました。

いずれの委員会も、基本に忠実で実行可能な、堅実な方針を

挙げていただき感謝申し上げます。ぜひ実践していただけるよ

う、ともに頑張りたいと思いますので、よろしくお願い致します。

　さて本日は、クラブ創立記念例会ということで、卓話講師に、

本庄ＲＣの加藤玄静パストガバナーをお迎えしております。今

年度は地区の諮問委員、そして職業奉仕部門の担当パスト

ガバナー、はたまたＲＩフェローシップ委員会委員というように

今、地区で一番ご活躍をなさっているお一人であります。本日

は先生の思うロータリーの真髄といいますか、基本といいます

か、その辺の、創立記念例会にふさわしいお話を伺えるので

はないかと、期待しております。

　本日は、第2570地区のクラブ創立系統表をお配りしました。

それをご覧なって頂きたいと思います。これは創立年月日では

なくＲＩ承認年月日ですが、これによりますと、この地区では川

越ＲＣが最初で1951年12月14日に創立されました。続いて熊

谷ＲＣの1953年11月13日、次が浦和ＲＣの1954年8月30日と

続きます。行田ＲＣは、1966年（昭和41年）8月11日、熊谷ＲＣ

をスポンサークラブとし、創立総会が開催されました。永沼運

造初代会長、長島良治初代幹事のもと33名での発足でした。

ＲＩ承認は別表の如くその年の10月４日で、第2570地区で15

番目の伝統あるクラブであります。因みに加藤パストガバナー

の本庄ＲＣは、1963年6月21日のＲＩ承認で、第9番目という、

行田より3年余り先輩に当たるクラブということで、なぜかホッと

致しました。

　本日はもう一組のお客様、「埼玉浮き城プロバスクラブ」の渡

辺栄一会長と澤田良一副幹事のご両人をお迎えしております

。渡辺元行田ＲＣパスト会長については、皆様ご存知のとおり

でありますが、クラブ内ではミスターロータリアンの愛称で親し

まれ、本日は3年ぶりにクラブ創立記念例会に出ていただいて

おります。私も渡辺先輩には何かとお世話になり、本日、私、

ここにこうしているわけですが、この席をお借りして改めてお礼

を申し上げます。このあと何か頂けるということで、無理に褒め

ているわけではありませんので、お間違いの無いようお願いし

たいと思います。でもとても大変楽しみにしております。

～会長の時間　次のページ左へ続く～



～会長の時間　前のページより続き～

　当クラブもあと数年で創立50周年を迎えます。ロータリーも今

大きく変わろうとしているように見えます。ただロータリーの基本

である理念を変えてはいけないと思います。当クラブは今年度

のテーマに「基本に返ろう」を掲げました。この一年、派手さは

ないと思いますが、先人から受け継いだロータリーの心を大切

にして、50周年に向け、皆で精進していきたいと思います。以

上、会長の時間を終わります。ありがとうございました。

※埼玉浮き城プロバスクラブ渡辺栄一会長から、行田ロータ

....リークラブに感謝状と記念品を贈呈して頂きました。

※米山奨学生の茹一辛さんに、米山奨学金が渡され、
....その後挨拶をして頂きました。

★ 幹 事 報 告　　　　境 野 登 章 幹 事

～幹事報告　右ページへ掲載～

　皆様こんにちは。本日は、加藤玄静パストガバナー様による

卓話例会です。加藤玄静様、本日の卓話をとても楽しみにし

ております。宜しくお願い致します。そしてプロバスクラブの渡

辺会長様と澤田副幹事様、米山奨学生の茹一辛さん、ようこ

そおいで頂きました。歓迎致します。

　では幹事報告を申し上げます。8月4日（土曜日）、古沢会長

と内山職業奉仕委員長が、嵐山にある国立女性教育会館に

於いて職業奉仕部門セミナーに参加されました。2570地区社

会奉仕部門委員長の木藤様より、「地区内クラブ共催事業」の

ご案内がありました。

　川越市内４つのロータリークラブ共催で、「川越市市制施行

90周年記念」の「大学野球交流戦大会」が行われます。日程

は8月25日。場所は川越。時間は午前10時です。野球場名、

住所、お問い合せ電話番号等の詳細は、私まで聞いて頂け

ればお返事致します。なお、週報にも詳細をお載せしておきま

すので、そちらでも確認出来るようにしておきます。同じ地区内

クラブの共催事業でもありますので、ご家族ご友人等お誘いの

上、ぜひ観戦して頂けたらと思います。

　先の話ですが、9月27日にガバナー公式訪問例会が行われ

ます。会員の皆様におかれましては今から予定を組んで頂き、

いつもよりも増して多数の出席をお願い致します。なお、入会3

年未満の会員の方はガバナー公式訪問例会に関して出席が

義務となっておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。入会

して3年経ったかはっきりしない方は、年度計画書の16ページ

をご覧の上、ご出席をお願い致します。

　先週の例会時に報告させて頂いた事項で、「新入会員推薦

の件」において異議申し立てなどがなかった事を、ここにご報

告致します。行田ロータリークラブ細則第13条 第5節により、

新入会員予定者の関様におかれましては入会の準備を進め

て参りたいと思います。入会日が決まりましたら、またご報告を

させて頂きたいと思います。

　来週の木曜日は、定款第6条第一節（c）により、休会です。

次回の例会は2週間後の23日ですので、お間違えのないよう

宜しくお願い致します。以上で幹事報告とさせて頂きます。

ありがとうございました。

★ 委 員 会 報 告

※雑誌委員会　島崎政敏副委員長

ロータリーの友の読み方と、読み処の紹介がございました。



※地区職業奉仕委員会セミナー報告

内山俊夫職業奉仕委員長

※前年度石渡健司幹事

前年度の行田・白河児童交流会において、白河第一小学校

の校長先生よりお礼文と写真集が届き、その報告がございまし

た。

★本日の卓話

（行田ロータリークラブ創立記念例会）

※卓話講師紹介　小山博パスト会長

※卓話者　 国際ロータリー2570地区　
.........................加藤玄静パストガバナー様

～本日の卓話　左ページより続き～

ロータリーとは、

　自分を磨き、人を育て、時には慈善行為、ボランティア活動

等を行う世界的な団体である。

１．クラブ創立記念の意義

　　　　・クラブ創立者（創立会員）への感謝・・・人なら先祖へ

...........の感謝

　　　　・ロータリーはクラブが基本・・・理事会がある

　　　　・クラブの基本は例会・・・例会プログラムの重要性

２．研修と親睦の必要性

　　　　・研修（ロータリー情報）不足が退会につながる

　　　　・会員同士のタカが外れ、理解が深まる、「親睦活動」

３．職業奉仕に対する意識の向上

　　　　・職業奉仕の意義・・・家訓、社訓、社是等の倫理観に

...........ある

　　　　・ロータリアンとしての社会貢献こそ、職業奉仕である

　　　　・「四つのテスト」の実践

４．ロータリーの理念と目的（綱領）

　　　　・国際ロータリーの三本柱

　　　　・ロータリーの奉仕の理念・・・「寛容、慈愛、忍耐」

　　　　　　　他への思いやりの心

　　　　　　　助け合いの心

　　　　　　　他人のお役に立つ行いをしようとする心

５．今後のロータリー

　　　　・Ｅクラブやプロバスクラブの出現

　　　　・日本では、市町村合併によりクラブ拡大が難しくなる

　　　　・若者、女性、ボランティア、年金者等の入会

以上についての卓話がございました。

★ 出 席 奨 励 委 員 会　 

★出席状況報告 　野口一信委員長

野口一信委員長 倉持好二郎委員

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 31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 1名

本 日 の 出 席 率 62.7％



　ニ コ ニ コ 報 告 倉持好二郎委員

古沢会長

本日は、加藤玄静パストガバナーの卓話

ありがとうございます。渡辺プロバスクラブ会長、

本日はありがとうございました。

境野幹事

加藤玄静パストガバナー、本日は卓話を宜しく

お願いします。渡辺会長様、澤田副幹事様、

本日はありがとうございます。

埼玉浮城
プロバスク
ラブ　渡辺
栄一会長

創立記念例会おめでとうございます。私どもプロ

バスクラブもご支援いただき丁度一周年を迎える

ことが出来ました。厚くお礼申し上げます。

澤田良一
副幹事

創立記念例会おめでとうございます。

湯本会員

明日午後９時30分より、埼玉テレビにて湯本天

然温泉茂美の湯でのトラフグ人工養殖の様子が

７～８分位いですが放映されます。

ぜひご覧下さい。

永島会員

おかげ様で「忍の行田の昔し話し」が8月30日６

時より40分の中でNHK第１FMラジオで紹介され

ることになりました。

諸貫会員

加藤パストガバナー様、行田ロータリークラブの

創立記念日例会に卓話をいただきありがとうござ

います。

持田会員　

ガバナー公式訪問で所沢ロータリークラブへ

行って来ました。

色々な意味で素晴らしいクラブでした。

小山会員
加藤パストガバナーようこそ行田へ、

心から歓迎申し上げます。

清水義夫
会員

加藤パストガバナー、

本日はありがとうございます。

小林会員

加藤パストガバナー、盆前で大変お忙しいなか

、卓話ありがとうございます。

皆様に暑中御見舞申し上げます。

山田会員 加藤パストガバナーようこそ。

冨田会員
加藤パストガバナー様、

本日はありがとうございます。

山本会員
加藤パストガバナー、

本日はありがとうございます。

蔭山会員 加藤パストガバナー、卓話ありがとうございます。

石渡会員 加藤玄静様、ようこそおいでいただきました。

小菅会員
７０ｋｇの目標体重に達しました。（増やしました。）

これから６５ｋｇに向けて減量します。

内山会員
加藤パストガバナー、

本日は卓話ありがとうございます。

福島会員
加藤パストガバナー、訪問歓迎致します。

卓話楽しみにしております。

鈴木貴大
会員

涼しくて過ごし易い夜になってきました。

ぐっすり眠れ幸せです。でも、風邪ひきました。

その他
同文

武田会員、小池会員、小沢会員、大久保会員、

大野会員、島崎会員、岡田会員、鴨田会員、

渡辺会員、武笠会員、井上会員、野口会員、

倉持会員

※本日のニコニコは、49,000円でした。

ありがとうございました。

★ 点 鐘　 　古 沢 勇 治 会 長

～～～ 大学野球交流戦大会 ～～～

日　　程：　 8月25日

時　　間：　 午前10時より、東洋大学 対 東京国際大学午後1

時30分より、全早稲田大学 対 全慶応大学

場　　所：　 川越市営初雁球場

住　　所：　川越市郭町２－１３－１

お問合せ先： 川越市文化スポーツ部スポーツ振興課

電話番号： 　049-224-6094
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