
 

《本日の例会》 
 

会員卓話 
 

点 鐘 午後 12 時 30 分 田中 克 会長 

ソング それでこそロータリー 

童 謡 雪山讃歌   

      

〔会長挨拶〕       
本庄ＲＣ           田中 克 会長 

 
 

 皆様、こんにちは。本日の例会出席御苦労様です。暦

の上では昨日が大寒でしたが、ここ３～４日の気候はど

うなっているのでしょうか？あまり暖かいので、私ごと

ですが昨日ゴルフに行ってきました。風もなく気温も１

７℃と春を思わせる陽気で桜が咲いてもおかしくないよ

うな状況にて一日リフレッシュすることが出来ました。 

 さて、政権交代が出来、年が明け今年こそ希望のもて

る明るい年になって欲しいとの国民の願望だったと思い

ますが、ここ何日かのニュースを見て、政治家よ政界よ

もっとしっかりしろと叫びたくなる思いと何かわびしい

気持になってしまうのは私だけでしょうか？一日も早い

正常の政治、本格的な経済の回復を願っています。 

① 今月はロータリー理解推進月間です。初心に返って

もう一度原点を学び直しましょう。 

② １月末～３月にかけて、研修セミナーが集中して行

われますが、担当委員会は最低２人以上の参加を御

願いします。  １月３１日 職業セミナー 
    ２月７日  財団セミナー   ３年未満セミナー 
 
 

 
〔幹事報告〕   
本庄ＲＣ                                       今泉憲治 幹事 

 
みなさんこんにちは。それでは幹事報告をいたします。

（報告は順不同） 
① 本庄市プロ野球等開催実行委員会より「２０１０年プ

ロ野球イースタン・リーグ公式戦「埼玉西武ライオン

ズ対読売ジャイアンツ」の協賛以来が届いております。 
② １２月夜間例会のときにもお知らせいたしましたが再

度お知らせいたします。１月２１日（木曜日）下期の

年会費を口座引き落としさせていただきます。残高不

足になりませんようお願いいたします。また、現金で

直接ご納入の方は早めに事務局までお願いいたします。 
③  ２月１９日開催予定のＩＭ大会の出席集約をしており
ますが年始のお忙しい中でのご案内だったため、出欠

報告がまだの方は宜しくお願いいたします。部門委員

長さんを通じて再度のお誘いをさせていただきますの

でご協力ください。 
文書は回覧いたしますのでごらんください。 
 
2011～12年度幹事発表  狩野輝昭会長ノミニー 
次々年度幹事 横尾 巧 
 
2010～11年度第 2570地区ガバナー補佐 
               高柳育行 会員 
米山記念館訪問旅行     坂本優蔵 委員長 
集合場所の変更 本庄商工会議所 6：40分集合  
 
米山功労者の発表 
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〔卓 話〕      内野昭八郎 パスト会長 

 
卓話者 内野昭八郎パスト会長  
1981年入会 在籍 29年間  
2000年～2001年度会長 
（岡崎正六幹事 髙橋福八ガバナー年度） 
職業分類 歯科医 
 
昨年の終わり頃今泉幹事より今回の卓話を依頼されまし

た。昨年５月１４日「ロータリーの創立記念日」につい

て卓話を依頼されました。大勢の人前で話すのが苦手で

少し安心していたのですが、再度依頼されましたので何

をお話ししようかと迷いながらこの壇上に立たさせてい

ただきました。前回、ロータリーの歴史、等について及

ばずながら詳しく話したつもりでした。本日は昭和５６

年４月２３日に入会してもう少しで３０年になるところ

ですので、その間特に思い出に残る事柄を記憶をよみが

えらせて数件ばかり話して責任を果たしたいと思います

のでよろしくお願いします。前回の卓話のなかで事実と

違った事がありましたので訂正させていただきます。そ

れは当事のあさひ銀行からグランドホテルに例会場を移

動した件で、７月第一例会からと思いますが真実は江原

年度の第三例会終了時から故高井和夫移転検討委員会委

員長はじめ全会員の協力のもと２０００年９月７日の第

一例会から当グランドホテルで記念すべき最初の例会が

開催されたことが正しい歴史でありますのでお詫びして

訂正させていただきます。一番目に例会場が埼玉銀行の

３Fであったため傾斜が急な階段でありました。其の為少
し急ぐと息が上がりそうな思いをして階段を駆け上がり

ました。先輩の方々が幾つまでここを上れるかと何度耳

にしたことか。当時、川柳で小此木昭二パスト会長が

「老兵も元気に上る例会場」なる句を読んでいたのが昨

日のことのように印象に残っています。その階段からみ

ると当ホテルのものはなだらかなので自分はなるべく健

康維持のため階段を利用するようこころがけています。

雑誌委員長（関口会長の時）の時、当時毎月くるロータ

リーの友の全員分を一階から三階まで持っていって各人

のボックスに入れてまわるのも結構大変な仕事でした。 
二番目に、職業奉仕委員長の時（岡パストガバナーが会

長の時）４つのテストをこの地域全体に広げようという

主旨で無理に予算を頂いて縦４５センチ横３５センチ中

央にロータリーのマーク、下に本庄ロータリークラブ、

右下約四分の一に４つのテスト、全文の入った鏡を当時

先輩の久保さんに最低値段で作っていただき、それを全

会員と本庄市内の学校、公民館、図書館さらに本庄駅ま

で車で持参したこと、そして現在その鏡がいくつ利用さ

れているか時々、頭に浮かんでまいります。卓話に来ら

れた方々にもお土産として提供し大変よろこんでいただ

きました。自分はあれ以来２０数年毎朝仕事に出かける

前に、その鏡を横目に眺めながら、仕事の糧に、又、心

の糧にして生涯の信条となっています。三番目に１９９

１年～１９９２年金井会長年度、高井幹事時代から自分

の仕事とともに県歯医会の仕事も多忙になってきてロー

タリー出席のことを思いながらどうしても本業が重要に

なってしまいロータリーにこれ以上迷惑はかけられない

と自分で判断して退会を申し出ようとした時に親しくし

ていた高井さんとたしかもう一人記憶がうすれてしまい

思い出せないのですがわざわざ家まできてくれて出席で

きるようになったら又出てきてくれればいいから退会だ

けはしないでくれと説得されてその言葉に甘えて今日ま

で来てしまったわけで其のおかげで今日があるわけです。

もし仲間でそのような事があった場合は其の時の様な言

葉は身にしみてありがたく退会防止には一番効果のある

ことであろうかと思っています。長い人生行路はロータ

リアンといえども色々のことがおこってくるのが常であ

りますので、生意気のようですがこの機会にお話しさせ

ていただきました。最後に四番目として２０００～２０

０１年度、本庄ロータリークラブから２人目の髙橋ガバ

ナー誕生の時にはからずも会長に推薦されたこと、当時、

岡崎幹事はじめ理事役員の方々９８名の会員皆様の物心

両面にわたって大変ご指導ご協力を頂きました。２００

０年１２月１４日の国際ロータリー第２５７０地区歌舞

伎座合同 IM、当クラブから１０７名バス３台に分乗して
６時３０分本庄を出発又、役員、現加藤ガバナー、真下

地区幹事、当時の武井 SAA、橋本親睦委員長など数名は
それより早い列車で上京、無事、盛大に日本の伝統文化

を楽しんだこと、そして２００１年の４月２８日、２９

日の地区大会も大勢のご婦人方の協力を頂き有意義に無

事、終了することが出来ましたことがなによりの喜びで

あり、いつまでも私の脳裏からきえさることはありませ

ん。当時なにかにつけて、大変協力をしていただいたか

たがたは大分少なくなりましたが本日あらためてこの壇

上より失礼ですが御礼を申し上げます。最後に、田中、

今泉年度も IM、そして地区大会と大きな事業は残すとこ
ろあと２つとなりました。本庄クラブ３人目の加藤ガバ

ナー、田中会長、今泉幹事、役員、会員の皆様、最後に

有終の美を飾っていただけますように心よりお祈り申し

上げ本日の卓話を終わらせていただきます。ご静聴あり

がとうございました。 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



〔ニコニコ BOX〕 
内野昭八郎 
「卓話をさせていただきます。」 
今泉憲治 
「内野さん、卓話楽しみにしておりました。出席担当の方、

SAAの方、ニコニコボックス担当の方、いつもお世話様で
す。」 
 
「本日は、内野昭八郎パスト会長卓話を宜しくお願い致しま

す。」 
田中 克 高柳育行 三宅健吉 狩野輝昭 澁澤健司 
真下恵司 巴 高志 金子 章 渋谷修身 八木茂幸 
梅村孝雄 中村 孝 関口礼子 野村正行 武井包光 
杉山淑子 横尾 巧 中島高夫 福島文江 坂本優蔵 
小山雅彦 下山正男 岡崎正六 温井一英 戸谷清一 
竹並栄一郎 笠原 勝 矢島淳一 茂木 正 
 
〔出席報告〕 

 
 
次回プログラム 
1月 28日（木）第 4例会 
PM6：30点鐘 埼玉グランドホテル本庄 
夜間例会 
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広聴広報委員会  矢島淳一・飯塚明男・岩渕富男・塚越 茂・笠原 勝・山田喜一 

■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 


