
 

《本日の例会》 
 
会員卓話 

 

進 行 ＳＡＡ 井下 典  

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 夕焼け小焼け 

 

 

〔会長挨拶〕         田中 克 会長 

 
 皆様、こんにちは。本日も大勢の皆様に出席を頂きま
して御苦労様です。先週はガバナー補佐訪問例会も無事

終了することが出来ました。ありがとうございました。

本日は１１時より指名委員会が開催されました。本日の

御客様を紹介します。 

１、熊谷南ＲＣ会長の棚澤正行様です。 

２、地区会員増強委員長の山口茂様です。 

３、新入会者の中村浩史様です。 

以上三名です。スピーチと入会式を行います。 

＜本庄ＲＣの近況報告＞ 

１１／１２（木）ゴルフ部役員会 コンペ その他 

１１／１３（金）加藤ガバナー、田中会長は秩父祭世界

無形文化財推進発起人会へ出席 

１１／１５（日）第２７７０地区大会（さいたま市）出

席 真下恵司 春山茂之 田中 克  
矢嶋淳一    巴高 志  茂木 聡 

１１／１６（月）モントリオール世界大会参加者締め切

る３２名の申し込み有り 

１１／１９（木）奉仕プロジェクト部門情報集会 

１１／２０（金） クラブ活性化部門情報集会 

１１／２８（土） ガバナー公式訪問例会、協議会、懇

親会全員出席で大いに盛り上げまし

ょう。 
 
〔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。

（報告は順不同） 
① 12月のロータリーレートは 90円です。 
② ロータリーワールド及びモントリオール関係のお知

らせが届いております。 
③ ガバナー事務所よりＧＳＥチーム派遣団員募集につ

いてのお知らせが届いております。 
文書は回覧いたしますのでごらんください。 
 
〔入会式〕 

中村浩史 様 

 
SMBCフレンド証券本庄支店 支店長 
 
 
〔地区報告〕 

地区大会実行委員長  渋谷修身 委員長 
 
第 2570地区会員増強委員会 山口 茂 委員長 
 
第 2570地区熊谷南ロータリークラブ 

棚澤正行 会長 
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〔卓 話〕 
金井澄雄 パスト会長 

 
 
卓話者プロフィール  
金井澄雄パスト会長 
生年月日：1934年 7月１日 75歳   
ロータリー入会日：1981年 5月 21日 28年間   
理事：3回 会長：1991年～1992年   
分区代理（ガバナー補佐） 
2001年～2002年（小池英輔 ガバナー年度）   
職業分類：塗装業 
 
只今はご鄭重なる、ご紹介を頂きまして、身に余る光

栄に存じます。私は 1981～2 年度に、今は亡き同級生の

大塚晃一君の紹介にて入会させて頂きました。 

 其の後 10 年にて 、大先輩の黒岩・竹並・両パスト会

長さんに次年度の会長を受けなさい、と説得され戸惑い

を感じておりました時に、会長の戸谷全克さん、幹事の

戸谷清一さんとお二人で（戸谷全克さんは後に南ロータ

リークラブの創立会長になられた）拙宅に来られまして、

実は今、グランドホテルにて指名委員会を開催中です。

その結果全員一致にて、次期会長は金井さんに決まりま

した。引き受けて頂けますか？ハイと、ご返事が頂けれ

ば、これから指名委員会に戻り、皆さんにその旨を、お

話して私の任務が終わります、との事でした。私は蛮勇

を奮って 1991 年～２年度の会長をお受け致した次第で

す。其の１０年の後（2001～2 ）にガバナー補佐を任命

され、この大役を成し得た事は、（かたやぶりのＩ．Ｍ 

等々）一重に当時の春山会長高柳幹事さんを初め、大勢

のロータリアンの温かいご指導とご支援があったればこ

そと、心あらたに、ご御礼を申し上げます。 

 その陰には私の良き協力者であり、生涯、忘れ去るこ

との出来ぬ友、今は亡き高井和夫氏の協力があったれば

こそと、心より厚くご御礼を申し上げると、ともに大

塚・高井氏初め本庄ロータリークラブの基礎を作ってい

ただいた大勢の物故会員のご冥福をお祈りいたします。

入会当時のロータリアンの９０％の会員は、大店の旦那

衆にて形成されておりましたが、現在では９９％のロー

タリアンの方々が、若手企業経営者によって奉仕活動が

活発に行われております。よってロータリーの奉仕活動

方針も、だいぶ変化してまいりました事は、已む得ない

ことですが、一抹の、寂しさを感じておりましたことは

事実でした。先週武田ガバナー補佐訪問の折、卓話の中

でロータリーの原点であるＶｏｃａｔｉｏｎａｌ Ｓｅ

ｒｖｉｃｅｓ(職業奉仕）を主体の卓話をお聞きしまし

た。Ｓｅｒviceｓ Ａｂｏｖｅ Ｓｅｌｆ（超我の奉

仕) Ｈｅ ｐｒｏｆｉｔｓ ｍｏｓｔ ｗｈｏ ｓｅ

ｒｖｉｃｅｓ ｂｅｓｔ（最も良く奉仕する者は 最も

多く報いられる）皆様はすでにご存じのことと思います

が、他の人にはできぬ、自分の職業を通じて、社会に奉

仕する、例えば医師であればこそ、より多くの人々の病

を治すことによって、より多く報いられる、ですから職

業奉仕主体に考えると、ロータリアンはクラブ内では一

業種１人と言われておる所以です。現在では同業者は１

０人まで認められておることは周知のことです。従って 

ロータリーの奉仕活動も本来の Ｉ ｓｅｒｖｅ～Ｗｅ 

ｓｅｒｖｅに変化して行く事も致し方ないことと思いま

すが、寂しさを感じておりますのは、私一人ではないで

しょう。会長幹事さんにおかれましては、日夜ロータリ

ーの奉仕活動に邁進されておられるお姿に接し感謝して

おりますが、クラブ細則に今一度目を通されたら如何で

しょうか？  

現在ロータリー活動に、活躍されております、大勢の

ロータリアンに、最大の敬意を称すると共に、会員皆様

のご健勝と、弥栄をご祈念申し上げ、私の拙い卓話に代

えさせて頂きます。ご清聴ありがとうございました。     
 
〔ニコニコＢＯＸ〕 
熊谷南ロータリークラブ  
棚澤正行 会長・山口 茂 副会長 
「本日は山口地区会員増強委員長に随行でメークアップ

させていただきます。いつも加藤玄靜ガバナーにはお世

話になっております。また、今泉幹事様、渋谷修身地区

大会実行委員長様、金井直樹親睦委員長様、熊谷南 RC
へメークアップにご来訪頂きありがとうございました。

本日は勉強させていただきますのでよろしくお願いしま

す。」 
 
金井澄雄 
「本日卓話させていただきます。宜しくお願いしま

す。」 
 
茂木 聡 
「関口会員、先日の早稲田でのセミナー、出席ありがと

うございました。」 
 
中村 孝 
「初めて女の孫が生まれました。」 
  
関口礼子 
「大変お寒くなりました。皆様御体お大切に。」 
 
藤井 仁 
「ニコニコボックスの皆様大変御労様です。」 
 
「金井澄雄会員卓話宜しくお願いします。」 
松原幹男 中島高夫 竹並栄一郎 須永秀和 真下恵司 
笠原 勝 萩原達夫 野澤章夫 黒岩三雄 春山茂之 
渋谷修身 佐藤賀則 狩野輝昭 巴 高志 横尾セツ 
内野昭八郎 下山正男 橋本恒男 
 
 



「2570地区会員増強委員長・山口 茂様、熊谷南 RC会長
棚澤正行様、本日はようこそお越し下さいました。」 
三宅健吉 福島文江 武井包光 杉山淑子 岡崎正六 
真下恵司 今泉憲治 金子 章 
 
「中村浩史会員、入会おめでとうございます。共に楽し

いロータリー活動をして行きましょう。」 
田中 克 戸谷清一 春山茂之 矢島淳一 高柳育行 
五十嵐敦子 温井一英 岡崎正六 
 
〔出席報告〕 

 
次回プログラム 
11月 26日 (木) 第 2回ゴルフコンペ 夜間例会は休会 
11月 28日 (土）ガバナー公式訪問例会 

県民の森植栽事業  
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