
： 例 会 日： 木曜日

： 午後 12:30開会

： 会.....場：ベルヴィ　アイトピア

第２２８８回 第 二 十 九 回 例会 （2013年 2月14日）

★ 点鐘 ★ 委員会報告

★ ロータリーソング斉唱...奉我等の生業 ★ 結婚誕生祝い

★ 四つのテスト唱和 ★ 本日の卓話　　　　 ROTEX会長： 南保さやか様

★ 来訪者紹介..... 　　古沢勇治会長 ★ 謝辞　　　　　　古沢勇治会長

★ 会長の時間.....　　古沢勇治会長 ★ 出席奨励・スマイル委員会...　井上真弓副委員長

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

★ 点 鐘 ★ ロータリーソング斉唱

★ 来 訪 者 紹 介
新世代部門青少年交換　矢澤大和副委員長

地区ＲＯＴＥＸ会長　南保さやかさん

青少年交換学生　ヌラニ　サリハ　ルニさん（インドネシア）

ホストファミリー　湯本幸子様

★ 会 長 の 時 間　 古沢勇治会長

　皆様、今日は！　本日は、第2288回例会に、このように沢山

のご出席を頂き、心より御礼申し上げます。前回の例会は、ホ

テルガーデンパレスに会場を移してのI・Mで、記念講演は、

俳句の世界で第一人者と云われています、金子兜太先生を

お迎えしました。前もって俳句の応募があり、我がクラブからも

3人がトライしたわけですが、金子兜太先生の目に留まって上

位三択に入ったのが何と境野幹事の作品でした。本人もびっく

りしていましたが、仲間はほとんど疑心暗鬼で、本当に自分で

作ったの！状態でした。『産土に寒紅梅が 映えるかな』。境野

さんの名誉のため申し上げますが、本当に自分で作ったそうで

す。そして武笠さんの作品も上位七択に入りました。私のは、

まあまあと云うことで、中にはけっこう、こき下ろされた方もいた

ので、貶されなかっただけ良かったと思っております。

　ところで今月2月は、「世界理解月間」です。世界を理解する

月間というと、すぐ「ロータリー財団」「ロータリー平和フェロー」

というお話になりますが、それは来週、山本憲作会員の卓話に

委ねることにして、本日は海外クラブの例会風景を2、3ご紹介

してみたいと思います。いずれも日本のロータリアンがメークア

ップしたときのお話です。

《第2700地区　福岡北RC　男性》

　フランスの田舎町、英仏海峡トンネルのフランス側入口にあ

る「ブルブール・グラブリンヌRC」。事前に調整依頼して訪問。

会員数は少なく19人、例会は毎週木曜、夜7時半から地元の

レストランで行っているそうです。事務所は無く、服装はブレザ

ーにネクタイ着用、襟にはロータリーバッジ、食事は各自がメ

ニューから好きな軽食を選びます。そして特に、第2・第4週は

食前酒つきの夕食会になり夫人同伴になります。点鐘はなし。

調整依頼があれば、遠来の客のために、臨時の例会を開く事

もあるそうです。この配慮はロータリアンとして素晴らしいと思い

ますが、日本では難しそうです。

《第2710地区　呉南RC　男性

　インドの「ムンバイ・ダウンタウンRC」。インドへの出張が多く、



～会長の時間　続き～
ムンバイのクラブにメークアップを考えました。場所が分からず

、近くまで行って聞き込み調査すること２時間、やっと到着する

と、皆さまに温かく迎えて頂き、英語で自己紹介。当日の例会

は、次の週がお祭りだったため、会員家族も集まり、カラオケ大

会となりました。家族ぐるみの例会は日本と同じで、RCの温か

さを感じたそうです。服装はインドの服装とスーツが主流で、食

事はビュッフェ形式のインド料理でした。点鐘はなし。

《第2760地区　高松南RC　男性》

　ハワイの「ワイキキRC」。ハワイ旅行の折に、出席致しました

。創立70周年の由緒あるクラブで、会員数は現在60人。名だ

たるリゾート地にあるため、世界各国からのビジターが多く、そ

の日も自分を含め、オーストラリア、ノルウエーなどのビジター

がありました。外国人ビジターには貝殻製のレイがプレゼントさ

れ、ワイキキＲＣの会員たちがウエルカムソングで友好的に迎

えてくれました。堅苦しさは全くなく、服装もカジュアルでアロ

ハシャツの方が多かったようです。またビジターの紹介だけで

なく、パストガバナーやパスト会長にも敬意を払って毎回紹介

している点には感心しました。特に印象的だったのは、日本の

「ニコニコ」に相当する「ハッピー・ドラー」で、その日の担当者

が箱を持って各テーブルを回っていくと、多くの会員がその箱

の中にドル紙幣を投げ入れ、「この5ドルは何々のために」「何

々に10ドル」などと、大声で寄付の趣旨を発表し、それに対し

て聞き手も大拍手するなど、飾らない素朴さに魅せられたそう

です。

　まだ他にもご紹介したいクラブもありますが、時間の関係でこ

の位にしたいと思います。尚、海外クラブの例会に出席するに

は、国際ロータリー日本事務局で販売されている「公式名簿」

で調べ、事前に連絡をとって行くと安心だそうです。これを持ち

まして本日の「会長の時間」を終わらせて頂きます。有難うござ

いました。

★ ご 挨 拶　 湯 本 幸 子 様
ホストファミリーである、湯本幸子様にルニーちゃんの近況に

ついてお話をして頂きました。

★ 幹 事 報 告　 境野登章幹事

　皆様こんにちは。2月2日のIMでは、沢山の方に参加して頂

きありがとうございました。では幹事報告を申し上げます。

　先ほど、理事会が開かれました。審議事項を申し上げます。

前回議事録承認の件。3月プログラム承認の件。行田ふれあ

いウォーキング大会開催企画案承認の件。第29回行田市鉄

剣マラソン大会協賛広告の件。行田とものつくり大学を結ぶコ

ンサートVol.9後援の件。行田市・白河市・桑名市友好都市15

周年記念「絆」リレーマラソン協賛の件。以上の中で最後の審

議事項が保留と言う事で、その他は全て可決されました。

　2月3日、国立女性教育会館に於いて、第二回職業奉仕部

門セミナーが行われました。当クラブからは、職業奉仕五大委

員長の内山会員と、職業奉仕委員長の宮内会員、そして古

沢会長と私とで参加して参りました。

　2月5日、富士見寿司さんに於いて5月に行われる親睦旅行

に関して親睦委員会の炉辺会合が行われました。楽しい旅行

を企画しておりますので、ぜひご期待して頂き、多数の方の参

加をお願い致します。

　2月7日、午後2時よりアイトピアに於いて第一回地区大会全

体会議が行われました。

　先月から皆様にお願いしている「職業情報」の寄稿ですが、

未だお送り頂いてない方が多数いらっしゃいます。IM時の週

報より既に4名の方から寄稿頂いた文章を記載させて頂いて

おります。是非ご覧になって頂き、お忙しいところ申し訳ありま

せんが、原稿をお送り下さるよう宜しくお願い致します。以上、

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 　　　　碓井勝也委員長

ロータリーの友　読みどころ



※ 環 境 ・ 歴 史 委 員 会 　 稲垣功一委員長

★ 結 婚 誕 生 祝 い 

結婚祝い 誕生祝い

代表して大野年司会員にご挨拶をして頂きました。

★ 本 日 の 卓 話

国際ロータリー2570地区

..................ＲＯＴＥＸ会長： 南保さやか様

2009～2010　ベルギーＤ１６３０エルプＲＣ　

スポンサー　東松山ＲＣ

南保さんご自身がベルギーに派遣された１年間の内容を、写

真などを含め紹介して頂きました。 

★謝 辞　 古沢勇治会長 

★ 出 席 奨 励 ・ ス マ イ ル 委 員 会

※ 出 席 状 況 報 告...... 井上真弓副委員長

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 30名

B ・ 各承認者の例会出席者 6名

MU ・ 本日のメーキャップ者 6名

本 日 の 出 席 率 73.5％

※ ニ コ ニ コ 報 告 ...... 井上真弓副委員長

古沢会長

ローテックス会長、南保様、卓話ありがとうござい

ます。ルニーも元気そうですね。ホストファミリー

の湯本様、地区役員の矢澤様、ご苦労様です。

境野幹事

南保さん、本日はよろしくお願いします。

矢澤様、湯本幸子様、ルニーさん、

ようこそいらっしゃいました。

矢澤大和様 お世話になります。

小山会員
南保さやかさん、ヌラニーサリハさん、

ようこそ行田RCへ。心から歓迎いたします。

冨田会員
矢澤様、そして青少年交換学生の皆様

本日はありがとうございます。

永島会員

お陰様で忍の行田の「昔ばなし語り部の会」

3月3日（日）卒業発表会を開催するはこびにな

りました。伝承者が約20名近く発表をいたします

。よろしくお願いいたします。



～ニコニコ報告　続き～

湯本会員
ルニーちゃん、本日は行田ロータリークラブへ

ようこそ。

山本会員
鈴木会員、チョコレートありがとうございます。

うれしいです。

大久保会員
青少年交換留学生の皆様、

卓話ご苦労様です。

小菅会員
ぶぎんレポートに私のインタビューがのりました。

ぜひお読み下さい。

宮内会員 本日の卓話、楽しみにしています。

持田会員
行田商工会議所繊維部会で、ソーイング教室を

開催いたします。長年の念願が叶いました。

武井会員
白河ロータリーとのゴルフ対抗戦と2570地区の

記念ゴルフ、大勢の参加お願い申し上げます。

職 業 情 報

氏　　　名

事 業 所 名

職 業 分 類

職　　業

社　　是

宮内廣介

株式会社大堰

製造

革靴製造（OEM）

「足は第二の心臓」といわれ、その大切な

足を守る靴の「健康」と「快適」への挑戦を

めざします。

一 言 P R アシックスブランド [pedala] [GIRO]

.[Runwalk] 商品は、全国百貨店・直営店

.（60店舗）で販売されております。

氏　　　名

事 業 所 名

職 業 分 類

職　　業

社　　是

目　　的

石渡健司

株式会社　イシワタ

給排水衛生設備工事、農業機械、燃料

建築設備設計施工、農業機械販売修理、

.LPガス、灯油販売

誠実、敏速、親切

地域の良好な居住、ライフラインをサポート

一 言 P R 当社の技術スタッフを通じ、お客様の快適.

な生活を守り、（水、食料、燃料）地域の.. .

危機管理に備える会社を目指します。

石渡会員 ルニーさん、南保さん卓話よろしくお願いします。

清水義夫
会員

湯本さん、ホストご苦労様です。

福島会員
南保さやかさん、ルニーさん、ようこそおいで下さ

いました。

同文

清水治雄会員、小池会員、武田会員、

稲垣会員、鴨田会員、小沢会員、大野会員、

碓井会員、島崎会員、坂本会員、

鈴木克枝会員、野口会員、関会員、井上会員

本日のニコニコは、４３，０００円でした。

ありがとうございました。

★ 点 鐘 　 古 沢 勇 治 会 長

職 業 情 報

氏　　　名

事 業 所 名

職 業 分 類

職　　業

社　　是

大久保 毅

税理士法人 大久保会計

税理士

税理士

お客様の存続・発展は私たちの喜びです！

一 言 P R 「難しい仕事」を狙え、そして之を成し遂げる

所に進歩がある。

氏　　　名

事 業 所 名

職 業 分 類

職　　業

社　　是

倉持好二郎

協同組合行田給食センター

サービス　協同組合

弁当・給食サービス

地域社会の健康を守り心身共に健全な

人間社会を目指します。

給 食 内 容 各種お弁当、学校・幼稚園給食、会議・

イベント等出張パーティー、食堂。

一 言 P R 昭和39年設立以来、地域の皆様に栄養

バランスのとれた安心、安全なお弁当、...

給食をお届けいたしております。
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