
 

《本日の例会》 
 

会員卓話 
 

進 行 ＳＡＡチーフ 三宅健吉 

点 鐘 午後 12 時 30 分 田中 克 会長 

ソング 我等の生業・四つのテスト 

童 謡 きよしこの夜  

 

〔会長挨拶〕      田中 克 会長 

 
 

皆様、こんにちは。 

 本日も例会出席御苦労様です。今年も残すところ２０

日余りとなりましたが、皆様には体に充分留意して年の

瀬を乗り切って頂ければと思っています。 

 昨日は第四グループ会長幹事会が秩父の農園ホテルで

開催され今泉幹事と田中で出席しました。主たる内容は

２月１９日に深谷で開催されるＩＭに  

①なるべく多くのメンバーと奥さんの出席を   
②我がクラブの奉仕活動の発表（森と泉公園植栽事業） 

１２月は家族月間です。クラブレベルでは ①家族同伴

バス旅行 ②クリスマス例会、サヨナラ例会、夜間例会

への招待地区レベルではＩＭ、地区大会、国際大会への

配偶者の参加を奨励。 

ロータリー活動に触れて頂き、ロータリー家族の理解協

力なくして社会的認知は得られない。また、増強につな

げたい。１２月１１日は四代の会長幹事会をガバナーと

共に、クラブ全体の意見交換を行い御指導を頂きます。 

以上会長報告と致します。 
 
 

 
〔幹事報告〕        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。 
① 2009 年 11 月 19 日開催のロータリー研究会における
「報告事項」が届いております。 

② 本庄商工会議所から平成 22 年新春賀詞交換会の案内
が届いております。 

③ 社団法人こだま青年会議所より「新春交流会のご案

内」が届いております。 
④ 日本ロータリー親睦ゴルフ大会（「第 21 回 沖縄大
会」）のご案内が届いております。 

⑤ 参加資格はロータリアン及び家族、ゲストとなってお

ります。開催日 3月 15 日（月）登録料 15000円、申
込締切 2 月 12 日です。ご希望の方は事務局までお申
し出ください。 

⑥ 明日 11 日、午後 6 時半からガバナーにもご出席いた
だき、4代の会長・幹事会を開催いたします。 

⑦ 昨日秩父で行われた第４グループの会長幹事会で配布
された、いくつかのクラブの会報がございますので回

覧いたします。   
 
 
〔委員会報告〕 
親睦活動委員会       金井直樹 委員長 
 
会長エレクトより次年度ＳＡＡチーフの発表 
ＳＡＡチーフ萩原達夫会員  
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〔卓 話〕          春山茂之 会員 

 
卓話者プロフィール 
春山茂之パスト会長 
生年月日 1936年 5月 7日 73歳   
ロータリー入会日 1980年 4月 24日 29年間     
会長 2001年～2002年   
本年度地区大会委員長   
職業分類 眼科医 
 
ロータリーの思い出 
 
出席について 
入会して最初の所属が出席委員会であった。 

当時私は４４歳、仕事的にも最も忙しい時代でした。１

２時半からのロータリーの例会に出席するのが大変でし

た。しかも非常に出席に厳しい委員会であり、委員長さ

んでした。 
最初から遅刻が続き。遅刻をしない様に色々と考え工夫

してきた。従業員全員にハッパをかけ時間短縮や受付時

間を３０分短縮したり、最後は大学医局からドクターを

頼み代診日にして、やっと余裕を持って出席出来る様に

なった。そしてロータリー出席以外の時間を手術日とし

た所、手術も余裕を持って良い手術が出来る様になり、

手術件数も大幅に増加するようになった。又、マンネリ

化し始めた診療にも新風を入れられて、職業奉仕にも継

がった気がしている。 
 
職業奉仕について、職奉委員長を受けた時の事 
１. 高校での職業に関する講話 
    本庄東高とコンタクトを取り就職組を集めて職

業講話を行った。 
ロータリーメンバー金井澄雄さん、江原栄一さ

んと私、春山。 
１．４つのテストの歌を例会時に 
    事務室でレコード盤を見つけその中に４つのテ

ストの歌があったのでそれにより、家内と娘の

特訓でどうにか物にし例会時に指揮をし歌った。

今も例会時に歌っていますが、その始まりだっ

た。 
１．４つのテストのステッカーを作らせ会員に１０枚づ

つ配布した。 

１．４つのテストの卓話 
    大宮ＲＣの関さん、以前からこの人にと心で思

っていた人に４０分の卓話をしてもらった。素

晴らしい卓話であった。 
 
     
社会奉仕について  ロータリーの森造り 
１. 社会奉仕委員長を受けた時、運動公園の一隅を選ん
で、ある程度の成木を５０本ほど植えた。現在はお

い茂って夏には緑陰が出来、そこで汗を静めたり弁

当を食べる風景が見られる様になっている。 
２. 関根年度の幹事の時に新生児の森造り、狩野社奉員
長と組んで市役所の出生届け窓口に新生児の森造り

の趣意書と申込書をお願いし、希望者には１０００

円負担をお願いして募集した。かなりの数が集まり

公園の一部に土地を確保し、新生児など家族を呼ん

で弁当を出して植樹祭、例会を行った。新生児の名

盤を立てた。 
今でも多くの新生児家族が公園に来ると名盤の中の

名前を探す風景が見られる。 
ロータリー事業でメインは社会奉仕事業だと考

えます。植樹運動は最も現代的であり、時代と共

に成長して行くもので記念事業に最適と考えてい

る。 
 
会長をやった時の事 

１．親子絵手紙教室、年度テーマとして青少年を取

り上げた年度であり高柳幹事、八木社奉委員長

の下で２教室が出来、月２回の２ヶ月、４回の

教室だったが、父親の単身赴任の家族などには

非常に良い事と考えられた。昨年の高柳会長の

時、絵手紙をいかして毎月のプログラムの知ら

せと、出席のお願いに使った事はヒットだった。 
１．増強で１４人の増強が出来た。いずれにしても

凄かったなと思っている。増強でＲＩ会長賞の

バッチを３人くらいもらう事が出来た。 
１．さよならパーティーではオールドシャンソン歌

手を銀座から呼んだのも面白かった。 
 
世界奉仕について 委員長を受けた時 
 ネパールへの学校建築の支援をした。 
毎年支援に行っている方(新聞紙上で見て)を訪ね、
その方に卓話をお願いし援助金を渡した。 

海外協力隊への支援 
  東京家政大教授の卓話をいただきその関係する海外

協力隊に支援して事業を行った。  
１．かまど作り(パン焼き)に役立てたと写真にて報告
があった。 

１. 図書の購入、写真が届く。 
海外支援事業は報告がもらえるもの、確かに贈り

先に届いた事がわかる物が良いと考えている。 
 
最後にロータリーに入って良かった事 
１．多くの友人が出来た事。 
２．熱心に活動する事が重要で思い出となる事。 

 
 
 
 



〔ニコニコ BOX〕 
春山茂之 
「今日は卓話をさせていただきますが宜しく。」 
今泉憲治 
「ニコニコのみなさん、いつもごくろうさまです。」 
茂木 聡 
「今年もあと 3回ですね。幹事お疲れ様です。」 
杉山淑子 
「本日は早退いたします。」 
藤井 仁 
「ニコニコの皆さん、ごくろうさまです。」 
飯塚明男 
「田中会長、今泉幹事あと半年がんばってください。」 
関口礼子 
「交流のある 9450地区のクラブから 30数名でがんばっ
ているとの事でした。」 
 
「今月は、家族月間です。春山茂之パスト会長、卓話宜

しくお願い致します。」 
田中 克 狩野輝昭 下山正男 野村正行 巴 高志 
三宅健吉 渋谷修身 温井一英 矢島淳一 武井包光 
萩原達夫 竹並栄一郎 中島高夫 真下恵司 梅村孝雄 
茂木 正 今泉憲治 岡崎正六 笠原 勝 福島文江 
五十嵐敦子 浅香 匡 横尾セツ 戸谷清一 井下 典 
岡芹正美 関根 貢 中村 孝 金子 章 澁澤健司 
古瀬末雄 
 
〔出席報告〕 

 
 
 
 
 
 
 

次回プログラム 
12月 17日(木) 午後 12時 30分 第三例会 
埼玉グランドホテル 
会員卓話：関根 貢会員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

会員数 

出席免

除会員

数 

出席義務

会員数 

出 席 

会員数 

 

出 席 率 

 

７０名 

 

５名 

 

６５名 

 

５３名 

 

８７.６％

  
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 


