
進 行：ＳＡＡチーフ 坂本雄一       点 鐘：午後 12 時 30 分 橋本恒男 会長 

ソング：我らの生業・四つのテスト 

〔会長挨拶〕        橋本恒男 会長 

皆さん、こんにちは。寒い日が続いておりますが、 
今年も残りわずかとなりました。 
今週の日曜日には、衆議院選挙が行われますが、私た

ちロータリアンは自分の権利はしっかりと実行し、決し

て棄権のないようにしましょう。 
今回のお客様を紹介します。 
国際ロータリー第２５７０地区諮問委員であります石川

嘉彦パストガバナーです。後ほど卓話を「私のロータリ

ー」という題でしていただきます。経験豊ですので、私

たちのためになるお話が伺えるものと期待しております。 
１２月９日は、米山奨学生のクリスマスパーティーが

川越の東武ホテルで開催されました。我がクラブより、

須永国際奉仕委員長、今泉会員、戸谷カウンセラー、イ 

ヨンジュ君、坂本地区役員と多数の方が参加して下さい

ました。その内容は、後ほど須永さんより報告していた

だきます。 
米山功労者の感謝状が、坂本さん、浅香さんに届いて

おります。後ほどお渡しします。 
中井ガバナーエレクトより私宛にメールが何通も届い

ておりますが、その後、そのメール内容を否定するメー

ルが鈴木ガバナーより届くというのが、現在のガバナー

エレクト問題です。我々会員は、早くその問題が解決し、

すっきりとした第２５７０地区になって欲しいと思いま

す。 

来週の２０日は、今年の締めくくりのクリスマス例会

です。アメイジングの萩原さんも、皆様に満足していた

だけるパーティーになるよう、頑張ってくれています。 
親睦委員会も今夜、情報集会を開催し、念には念を入れ

るようです。皆さんも、パーティーの盛り上げにご協力

をお願いします。本日も宜しくお願いします。 
 
〔幹事報告〕        澁澤健司 幹事 

 
１．2014～15年度 RI会長に台湾の台北ロータリークラ 
ブ会員の黄其光(ゲ イリー・ファン)氏が、指名委員 
会より選出され、対抗がいない場合会長ノミニー 
に就任します。 

２．第 2570地区鈴木秀憲ガバナー、山口茂クラブ奉仕 
部門委員長より第二回クラブ奉仕部門「公共イメー 
ジ委員会セミナー」開催のご案内がきております。 
日時は平成 25年 1月 19日土曜日 13:00点鐘、ホテ 
ル紫雲閣で行ないます。 

３．第 2570地区事務所よりロータリーのニュースレタ 
ー「リコネクションズ」2012年 12月号のご案内が 
来ております。 

４．2570地区事務所より、ロータリー国際大会の第一 
回の登録締切のご案内が届いております。 

５．2570地区事務所より国際ロータリー友情交換ビデ 
オ・コンテストについてメールを頂きましたご案内 
致します。 
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６．ロータリー米山記念奨学会ニュース、ハイライトよ 
ねやま 153号が 12月 12日発行のご案内が来ており 
ます。 

７．国際ロータリー2570地区 On TOリスボン委員長よ 
り 2013年リスボン国際大会鈴木ガバナーナイトの 
ご案内が来ております、日時は 2013年 6月 23日開 
演が 19:00、場所はアルティス  パークホテルで行い 
ますので回覧致します。 

８．埼玉県倫理法人会清水良朗会長より「新春賀詞交換 
会」のご案内が来ておりますので回覧致します。 

       日時は 2013年 1月 31日木曜日午後 6時より講演会、 
ジャーナリスト大高未貴氏の特別講演会賀詞交換会 
は 7時から 9時迄、大宮パレスホテルで行います。 

９．本庄商店街連合会、田島英治会長より第 22回本庄 
商業祭「楽市」出店の御礼が来ております。 

１０．本庄市国際交流協会よりインフォメーションが届 
いておりますので回覧致します。 

１１．ロータリー米山記念奨学会より米山功労クラブ感 
謝状送付の件、ご案内が来ております。ホームペ 
ージで累計金額は確認できます。 

１２．一般財団法人比国育英会バギオ基金、前川昭一会 
長より 2011年度事業報告の送付と基金へのご寄 
付のお願いが届いておりますので回覧致します。 

１３．本庄市  吉田信解市長より「本庄市地域福祉計 
画」及び「本庄市地域福祉活動計画」策定のため 
の団体アンケート調査の実施について案内が届い 
ておりますので回覧致します。 

１４．地区職業奉仕部門委員会より我らの生業の原稿提 
出のお願いがきておりますので依頼された皆様は 
宜しくお願いします。  

 

〔米山功労賞の 1年表彰状授与〕 
坂本優蔵 会員   
浅香 匡 会員 

 
 
〔地区報告〕 
米山奨学会クリスマス報告  

国際奉仕部門委員会 須永秀和 委員長 
 
〔委員会報告〕  
クリスマスパーティーについて 

親睦活動委員会 佐藤賀則 委員長 
12月 20日アメイジンググレイスにて 
 
事務局・エレクトーン賞与渡し 

小林事務局・大沢エレクトーン演奏者 

〔卓 話〕 
石川嘉彦パストガバナー（入間 RC) 

 
 
創立 50周年を迎える伝統ある本庄ロータリークラブ

でお話しする機会を与えていただき大変光栄です。人に

は人格が有るようにクラブにも品格が有ります。こちら

のクラブは過去 3名のガバナーを出されました。クラブ
としては 3回の地区大会を実施され、その実績はクラブ
の風格として重さをもっています。 
今日のお招きに備えて本庄の文化と伝統を勉強しまし

た。本庄は埼玉県の中でも特別な市である事に気が付き

ました。中山道最大の宿場町として栄えた本庄宿、歴史

的な遺産が沢山あります。また文化的にも塙保己一に代

表されるようにこの地で育った人物は偉大です。現在は

吉田信解市長の前向きな姿勢と、商工会議所を中心とし

て本庄の魅力をアッピールし将来の街づくりに取り組む

姿は見事です。 
 

12月はロータリーでは家族月間です。 
何故家族月間が有るのでしょうか？世界平和を目的とし

ているロータリーにとって世界中のすべての人々が肌の

色や言語の違いが有っても一つの家族であることを求め

ているからです。 
大切なことは一番近い自分の家族を愛することが出来な

くて、地域 国家 他国の人々を愛することは出来ませ

ん。来週はクリスマス家族会が予定されているとお聞き

しました。クラブ・ライフも家族と共に楽しむことが重

要です。 
 
ちょっと余談になりますが 中村勘三郎氏の訃報に接

してその翌日勘九郎が京都の南座で芝居のあと口上を述

べました。「一番悔しがっているのは勘三郎です、もう

二度とお芝居が出来ないからです。」目にいっぱいの涙

をこらえて、家族愛にあふれた感動的な口上を立派に努

めたことは皆様の印象にも残っていることでしょう。 
 
本日はもう一つ日本のロータリーの曙 1920年～

1940年と「大連宣言」について話をさせていただきま
した。大連宣言を起草した古沢丈作は、終戦後東京クラ

ブに入って 1952年に会長を務めた際、米山梅吉の遺徳
を忍んで米山奨学金制度を作りました。 
 
 
 
 



日本のロータリーの曙 
日本のロータリー史 1920年～1940年 

1920 米山梅吉、 福島喜三次 

東京 RC設立 
1922 大阪 RC設立 
1923 関東大震災 
1924 神戸・名古屋 RC設立 
1927 横浜・京城 RC 
1928 大連 RC設立 大連宣言発表

満鉄事件（張作霖死亡） 
1929 奉天 RC設立 
1931 台北 RC設立        

満州事変 
1933 福岡・小樽 RC 
1935 ポール・ハリス来日 
1940 第 1回日満ロータリー連合

大会開催 日本が RI脱退 
 
大連宣言 
この大連宣言を起草した古沢丈作は、終戦後東京クラブ

に入って 1952年に会長を務めた際、米山梅吉の遺徳を
忍んで米山奨学金制度を作りました。 
 
•須らく事業の人たるに先立ちて道義の人たるべし。蓋
し事業の経営に全力を傾倒するは因って世を益せんがた

めなり。ゆえに吾人は道義を無視していわゆる事業の成

功を獲んとする者に与せず。 

• 成否を日うに先立ち退いて義務を尽さむことを思い進
んで奉仕を完うせんことを念う。自らを利するに先立ち

て他を益せむことを願う。最も能く奉仕する者、最も多

く満たさるべきことを吾人は疑わず。 

• あるいは特殊な関係をもって機会を壟断しあるいは世
人の潔しとせざるに乗じ巨利を博す、これ吾人の最も忌

むところなり、吾人の精神に反してその信条を紊るは利

のため義を失うよりはなはだしきは無し。 

• 義をもって集まり、信をもって結び、切磋し琢磨し、
相扶け相益す。これ吾人団結の本旨なり。しかれども党

をもって厚くすることなく他をもって拒むことなく私を

もって党する者にあらざるなり。 

• 徒爾なる角遂と闘争とは世に行なわるべからず、協力
をもって博愛平等の理想を実現せざるべからず、しかり

吾が同志はこの大義を世界に敷かむがために活躍す吾が

ロータリーの崇高なる使命ここに在り、その存在の意義

またここに存す。 
 
 
 

御礼の言葉          五十嵐敦子 副会長 
 
〔ニコニコ BOX報告〕 
石川嘉彦 様 
「本日は、お世話になります。」 
 
橋本恒男 
「本日の例会、宜しくお願いします。」 
 
橋本恒男 渋澤健司 春山茂之 真下恵司 
「石川パストガバナー、本日は卓話宜しくお願いしま

す。」 
 
石原 修 
「第 2回ゴルフコンペにて優勝させて頂きました。」 
 
「国際ロータリー第 2570地区パストガバナー石川嘉彦
様、ようこそ本庄ロータリークラブへ、会員一同歓迎申

し上げます。」 
下山正男 岡崎正六 野村正行 矢島淳一 坂本優蔵 
茂木 聡 関根 貢 杉山淑子 五十嵐敦子 萩原達夫 
竹並栄一郎 須永秀和 
 
〔出席報告〕 

    
次回プログラム発表 
11月 20日（木）ＰＭ6：30～第 3例会  
クリスマスパーティー（アメイジンググレイス）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
広報雑誌委員会  山田喜一・笠原 勝・福島正美・関口礼子 

■例会日 毎週木曜日  12:30～13:30      ■例会場 埼玉グランドホテル本庄 

■事務所 埼玉グランドホテル本庄 700 号     E メール honjorc@themis.ocn.ne.jp 

〒367-0041 本庄市駅南 2－2－1         ホームページ 

TEL 0495-22-7522  FAX 0495-22-3571        http://www.globals.jp/hp/HRotary/index.html 
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