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

国 歌：君が代           ソング：奉仕の理想 
    
〔会長挨拶〕         橋本恒男 会長 

 
 
皆様こんにちは。暑い日が連日続きます。ロンドンオリ

ンピックも始まり、寝不足になりがちになりますが、くれ

ぐれも体調に気を付ける様、注意して下さい。 
本日のお客様をご紹介します。米山奨学生のイ・ヨンジ

ェ君です。 
7月 22日の日曜日に打ち水大作戦を実行しました。後ほ

ど、担当委員長の茂木聡さんより報告していただきます。 
7月 21日 新世代のセミナーについても渋谷委員長より

報告していただきます。 
7月 23日 本庄南ロータリークラブで、加藤玄静パスト

ガバナーより、増強について卓話があり、本庄クラブ・児

玉クラブより多数の会員が参加し、１時間４０分の卓話が

短く感じました。卓話の中で、ロータリークラブに入会し

て得たものはあるかという加藤パストガバナーからの突然

の質問が私に向けられましたが、私はロータリークラブに

入会しなければ知り会えなかった人たちに出会えた事が一

番の財産と答えました。又、他の人は国際奉仕に関係し、

それに貢献出来たと言う事や、入会してたくさんの人と親

睦を深めた事など、様々な内容の事が発表されました。 
本日はこの後、創立５０周年を前にして、シリーズとし

てパスト会長の卓話をいただきます。第一回は、竹並栄一

郎パスト会長です。 
 

 
尚、話が前後しますが、今週の土曜日に職業奉仕のセミ

ナーが女性会館で行われます。 
岡崎委員長と私で出席いたします。 
８月１４、１５日には、皆野で秩父音頭まつりが行われ

ます。奨学生のイ・ヨンジェ君、米山委員長の坂本委員長

とあと１人くらい出席する様にと、今調整中です。 
本日も宜しくお願いいたします。 
 
〔幹事報告〕         澁澤健司 幹事 

 
 
１. RI日本事務局財団室ニュースが届いております。回 
 覧いたします。 
２.本庄市ボランティアグループ連絡会、連絡会研修会  
についてのご案内 8月 29日午前 10時から午後 4時   
市民プラザ跡地集合になっております。 

３.米村でんじろうサイエンスプロダクションよりご案  
内が来ております。 

４.２０１２年度 RLIセッション受講者派遣のご案内が 
地区より来ておりますので回覧いたします。 

５.ガバナー月信・ロータリーの友がきておりますので、
受付にてお持ち頂ければと思います。当クラブ高柳 
育行増強委員長が表紙に載っております。 
６.2570地区社会奉仕部門      木藤文雄委員長より地区 
内クラブ共催事業のご案内が来ておりますので回覧

いたします。 
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川越市制 90周年記念「大学野球交流戦大会」8月 25日
に川越市営「初雁球場」で午前 10時から第一試合を行
います。 

７.米山記念館・梅吉翁墓参・研修旅行のご案内が来ており
ます。日時は 9月 8日～9日集合場所は本庄商工会議所
前に 6時 30分集合出発になります。 

８.ふるさと本庄歌謡祭のチケットが笠原さんの心遣い 
で届いておりますのでお持ち頂ければと思います。 

９.本庄南ロータリークラブより 8月 6日月曜日夜 7時より 
     高橋福八パストガバナーの卓話がありますので、参加よ 
     ろしくお願いいたします。 

 
〔地区報告〕   
ロータリーの友   加藤玄静 パストガバナー 
 
〔打ち水大作戦報告〕  
地域活性化委員会      茂木 聡 委員長 
 
「ロータリーの友」より感想発表 
広報雑誌委員会      笠原 勝 副委員長 
 
〔8月の会員誕生祝い〕 
親睦活動委員         織田裕之 会員 

 
飯塚明男  8月   7日   坂本優蔵  8月   9日 
藤井 仁  8月 29日   飯塚章治  8月 13日 
斉藤一英  8月 12日   金井義幸  8月 29日 
 
〔会員卓話〕      竹並栄一郎パスト会長 

 

「私が本庄ロータリークラブで体験したこと」 

皆さん今日は、橋本・渋沢年度がスタートして１ヶ月が

経過致しました。本年はクラブ創立５０周年になりますの

で、諸行事が計画されていると思います。会員全員で協力

して成功させて意義ある年度に致しましょう。 

先日、井河プログラム委員長より８月２日の第１例会で

卓話をお願いしますと言われました。入会順にお願いして

いきますので、トップでよろしくとのことでした。本庄ロ

ータリークラブに入会して二つの貴重な体験を話してみた

いと思います。 

私は、１９６４年４月の入会ですので、在籍３８年にな

りました。退会されました井河さんのお父さんと一緒の入

会です。その間多くの体験をさせて頂きました。入会３年

目に幹事１３年目の第２５代会長年度は、埼玉地区が東西

２地区に分割される前の埼玉一地区最後の年度となり西地

区初代ガバナーに本庄ロータリークラブから岡祐孝先生が

就任されることに決まり、埼玉地区最後の地区大会を東京

の新高輪プリンスホテル飛天の間に３０００人のロータリ

アンが参加して盛大に開催されました。私の年度の阿部ガ

バナーより来賓として国際ロータリー会長代理ご夫妻の紹

介並びに挨拶に続き、次年度新２５７０地区初代ガバナー

として岡先生が紹介され挨拶をされました。大会式典の終

わりの方で次年度地区大会開催地クラブ会長挨拶に私が指

名されました。本庄クラブで準備して頂いておりました横

断幕を有志の皆さんに壇上に上がって掲げて頂き、ＰＲを

させて頂きました。その際の文面は、「１９８８～８９年

１０月２２・２３日緑と健康のまち本庄ロータリークラブ 

於 本庄文化会館深まる秋に深まる友情多数のご参加をお

願い致します」というものでした。そしてその翌年、高橋

会長のもとで素晴らしい地区大会を開催することが出来ま

した。私の生涯の想い出に残る体験をさせて頂きました。 

ガバナーになる方は就任前にアメリカに行って研修を受け

ることになっておりまして、１９８８年２月１６日に岡先

生は奥様が亡くなられておりましたので、お嬢さんが同行

されました。当クラブからは岡ガバナー年度の地区幹事を

務める清水泉一さん、会長の私と幹事の堀野さん、戸谷全

克さん、牛久保さん、許さんで見送りました。その年の５

月に国際大会がアメリカのフィラデルフィアで開催されま

して、７月からガバナーに就任する岡先生の激励会に高橋

福八さんと一緒に副会長を務めておりました境野三郎さん

と相談して、２人で家内同伴で本庄クラブを代表して参加

致しました。最初に宿泊したフィラデルフィアのホテルの

ロビーで当時国際ロータリーの日本代表理事をされており

ました茶道家元の千宗室さんを岡先生から紹介されて、名

刺交換しながら挨拶をさせて頂きました。大会参加後、南

北戦争の激戦地ゲディスバークをはじめ、多くの場所を観

光し、フィラデルフィア、ボストン、ニューヨーク、ワシ

ントンと東海岸主要都市を２泊ずつ観光し、家内も境野さ

んの奥様と仲良くなり、大満足の様子でした。岡先生から

も大変感謝されて本庄クラブとしても面目が立ちよかった

と思います。そして素晴らしい世界各地が観光でき、世界

中のロータリアンに会える国際大会に毎年夫婦で参加しま

しょうと境野さんと語り合いました。私は、これが病みつ

きになりまして、毎年参加するようになりました。翌年、

岡ガバナー年度の国際大会は韓国のソウルでした。この時

は本庄クラブから大勢の皆さんが参加されました。第３回

目はメキシコのメキシコシティで開催され、寄居クラブの

森ガバナーの激励会に寄居クラブ２０人の皆さんと一緒に

本庄クラブからは、金井澄雄さんとＮＥＣの富沢社長と私



の３人で参加して森さんからも大変感謝されました。４回

目の開催地はオーストラリアのメルボルンでした。境野さ

んご夫妻と私達も一緒にパース、シドニー、ブリスベンを

観光してきました。５回目は台湾の台北でした。この時は

近いので本庄クラブからも多数の皆さんが参加しておりま

す。６回目はフランスのニースで開催され大会参加後、国

際映画祭が開かれるカンヌへ廻り、パリ一市内観光ではエ

ッフェル塔、ノートルダム寺院、オペラ座、シャンデリゼ

通り、凱旋門、セーヌ川の船からの素晴らしい光景に感動

しながら楽しんでまいりました。７回目は秩父クラブから

選出された金子ガバナー年度で、開催地はカナダのカルガ

リーでした。大会参加後冬季オリンピックのジャンプ台を

見て、ナイアガラの滝を下から船で見上げて、上から展望

タワーから雄大な光景を眺めてまいりました。バンフの大

きなホテルで亀井静香代議士にお会いしました。政治家に

なる前に埼玉県警にいたと言われておりました。８回目の

１９９６年～９７年は県南クラブからの大館ガバナー年度

で、スコットランドのグラスゴーで開催されました。成田

からロンドンのヒースロー空港経由でエジンバラへ泊り翌

日エジンバラ市内観光して、３日目にグラスゴーの国際大

会に参加し、翌日はエンジバラからヒースロー空港へ戻り、

スペインのマドリッド経由で、セビリア、コルドバ、グラ

ナダと観光しバルセロナの市内観光ではオリンピックスタ

ジアムや有名な建築家ガウディのサグラダファミリア教会

の塔より、バルセロナの街並みを一望し、ガウディが残し

た奇抜な建物を見学し夜は本場のフラメンコショーを見な

がらディナーに参加して楽しんでまいりました。９回目は

熊谷クラブ選出の本塚ガバナー年度で開催地はシンガポー

ルでした。この時は、本庄クラブからも多数の皆さんが参

加致しました。１０回目１９９９年～２０００年は所沢ク

ラブ選出の梅沢ガバナー年度で開催地はアルゼンチンのブ

エノスアイレスでした。翌年皆さんご承知の通り、本庄ク

ラブ２人目のガバナーに高橋会長が就任することが決まっ

ており、その激励会も開催されまして、本庄クラブからも

地区幹事を務められた竹中さんをはじめ、多数の皆さんと

本庄南クラブやその他クラブからも参加されてにぎやかな

激励会になりました。観光は本場のアルゼンチンタンゴの

ディナーショーを楽しんだり、世界一と言われるイグアス

の滝をしぶきを浴びながら見物したり、ヘリコプターで上

空から雄大な眺めを満喫してまいりました。この他にもプ

ライベートの海外旅行では、イタリアのベネチア、フィレ

ンツェ、ローマ、ミラノ。イギリスのロンドン、オースト

リア、ハンガリー、アメリカのハワイ、ラスベガス、スイ

ス、エジプト、東南アジア諸国、ニューギニアのハルマヘ

ラ島は高橋会長のお兄さんが戦死された地で、いとこ会の

皆さんと５０年目の慰霊祭をやってまいりました。又、全

英オープンゴルフ開催地スコットランドのセントアンドリ

ユースでは同級生友人とプレーをやってきました。以上の

ような貴重な体験をすることが出来ましたのも、昭和４９

年に本庄ＲＣに入会し、本庄から２５年目にして初めて岡

ガバナーが選出された年度に会長を務め、２人目の高橋ガ

バナー激励会は地球の裏側へ延２４時間飛行機に乗ってア

ルゼンチンまで参加出来てよかったと思っております。但

し、それまで１回も体調を崩したことがなかった私が１０

回目にして初めて体調を崩し、着いた日はホテルで一人で

休養しました。その時体力の限界を感じて、それ以後は国

際大会はじめ海外旅行は体力不安になり、行く気がなくな

りました。体力のあるうちに義理が果たせてよかったと思

っております。もう一つは１９９４年（平成６年）塚越会

長、加藤幹事年度に本庄南ロータリークラブ創立の特別代

表を務めた事です。４名の拡大補佐、清水泉一さん、戸谷

丈さん、戸谷全克さん、江原栄一さんにご指導、ご協力を

頂き更に南クラブ創立発起人に浅田進さん、高橋茂雄さん、

中原秀夫さん、星野泰雄さん、大野木馨哉さんにご協力を

頂きながら、長い日時を努力して３０人のメンバーが決ま

って創立会長には拡大補佐の戸谷全克さんになって頂きま

した。今泉ガバナー、牛窪幹事をはじめ地区役員近隣クラ

ブの代表、親クラブのメンバーも多数参加して当ホテルに

て盛大な設立総会を挙行することが出来ました。以上二つ

の貴重な体験をさせて頂き当クラブにも貢献出来たかなと

思っております。これもひとえに私と縁のある皆様のお陰

と感謝しております。今後も健康に気をつけて頑張ってい

こうと思っております。ご静聴有難うございました。 

 
〔ニコニコ BOX報告〕 
橋本恒男 
「いつもお世話様になります。」 
 
橋本恒男 渋澤健司 中村 孝 内野昭八朗 春山茂之 
岡崎正六 中島高夫 矢島淳一 
「竹並栄一郎パスト会長卓話宜しくお願いします。」 
 
竹並栄一郎 
「本日、卓話をさせて頂きます。」 
 
横尾セツ 
「新居へ引越しました。気分新たに頑張ります。」 
 
八木茂幸 
「暑い日が毎日続きます。皆さん負けずに頑張りましょ

う。」 
 
関根 貢・温井一英 
「猛暑お見舞い申し上げます。」 
 
茂木 聡 
「打ち水大作戦 2012。皆さんのご協力で無事終了できまし
た。ありがとうござまいす。」 
 
次回プログラム発表 
8月 9日（木）ＰＭ12：30～第 2例会 
地区クラブ奉仕部門委員長 山口 茂 様   
卓話（熊谷南ロータリークラブ） 
 
〔出席報告〕 
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