
 

《本日の例会》 
 

卓話： 黒岩三雄会員 
 

進 行 ＳＡＡ 野村正行  

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 小さい秋みつけた 

 

 

〔会長挨拶〕         田中 克 会長 

 
皆様、こんにちは。本日も御苦労様です。 

  昨日、鳩山新政権が誕生し、スタートしました。テレ
ビも新聞も大変にぎやかですが、ぜひ本日の天気の如

く、澄みきった元気のある、さわやかな日本国を創って

貰えますよう願っています。 
 さて、当本庄ＲＣクラブも７月２日の第１例会から本

日で１１回目を迎えた訳ですが、皆様の御協力のお陰様

を持ちまして、大過なく過ごすことができました。これ

から、中盤を迎えるわけですが気を緩める事なく、高出

席率・退会防止・会員増強・地区行事への参加を実現す

るために、各部門での情報集会の回数を多く開催して

「和気あいあい楽しみながら盛り上げる」を図っていき

たいと思います。 
＜今月末までの行事及びセミナーの御案内＞ 

9/18 川越小江戸ＲＣガバナー公式訪問   
随行者下山正男 

9/24    本庄ＲＣ第１回ゴルフコンペ  
夜間例会（結婚祝い・誕生祝い、ゴルフ表彰） 

9/25    熊谷ＲＣガバナー公式訪問  横尾セツ 真下恵司 

9/27    第１回新世代部門セミナー  田中克 岡芹正美 
9/29 川本ＲＣガバナー公式訪問  

田中克 金井福則 
9/30 本庄ＲＣ三代会長幹事と加藤ガバナーとの会合  
           （ふじ井にて） 
以上会員皆様の御協力を御願いします。 
 
 
〔幹事報告〕        今泉憲治 幹事 
 
① 財団法人米山梅吉記念館理事長より１００円募金に

対するお礼状が届いております。 
② 社会福祉法人本庄市社会福祉協議会より「平成２１

年度 共同募金における赤い羽根カード及びバッジ

による職域募金への協力依頼」が届いております。 
③ 本庄市観光協会より「本庄まつり」献灯の協賛につ

いてのお願いが届いております。 
④ 埼玉県教育委員会教育長より「お知らせ」が届いて

おります。 
⑤ 蓼科ロータリークラブ山浦会長様より他クラブ訪問

に対するお礼状とバナーが届いております。 
⑥ 本庄市ボランティアセンターより「れっつ！ボラン

ティア」第４２号が届いております。 
⑦ 埼玉県北明るい社会づくりの会より、「明社だよ

り」第２６号が届いております。 
⑧ 第２５７０地区職業奉仕委員長、会報委員長連名で

「クラブ会報の送付について」ということで岡部ロ

ータリークラブとこだまロータリークラブの会報が

届きました。 
「他クラブから学ぶ」という立場で参考にしてみて

ください。 
 
 
〔第 1回地区ロータリー財団セミナー〕 

R財団部門委員長 下山正男委員長 
 

〔ガバナー随行報告〕 
杉山淑子 副会長      寄居ロータリークラブ 
 
岡崎正六 会員  

深谷・岡部・深谷ノースロータリークラブ 
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〔委員会報告〕 
地域活性化委員会 野澤章夫 会員 

平成 21年度 総検校塙保己一先生遺徳顕彰祭 参加報告 
9月 12日本庄市児玉文化会館（セルディ）で開催。クラ
ブを代表して献花。当日は第 1 回塙保己一賞大賞を受賞
された、本間昭雄氏の講演「失明したからこそ今日があ

る」を聞いてました。 
 
ゴルフ部              矢島淳一 部長 
 
〔卓 話〕 

本庄ロータリークラブパスト会長 黒岩三雄 会員 
 卓話 テーマ「ロータリーの今昔」 

 
8月に田中会長、今泉幹事、巴プログラム委員長より
卓話のご依頼を受けました。本日に成りましたがよろし

くお願いたします。加藤ガバナーが会長時代にロータリ

ー誕生 100周年、市制誕生 50周年記念でパスト会長卓
話シリーズと題して戸谷 丈さんのあと二番目 5年振り
の卓話と成りますが少々お時間を頂きたくよろしくお願

い致します。テーマは「ロータリー今昔」と題して特に

私の会長、幹事の時のクラブの大きな事業について話し

たいと思います。一つは「ロータリーの森」ともう一つ

は「青少年交換留学生」についてであります。其の前に

私のロータリー歴を申し上げます。私は 49歳の 1972年、
昭和 47年 8月 10日本庄ロータリークラブに入会し、其
の年の 11月に創立 10周年記念式典に新人として参加し
ました。現在、入会後私の前後、前が石原会員後に竹並

会員となり、入会 38年に成ります。一口に 38年と申し
ましても色々の事がありました。入会して 20年位は夏
でもネクタイ、上着を着て会長は「今日は暑いから上着

を取って下さい。」とか、例会を休むと一週間以内、最

高で二週間以内にメーキャップを必ずするなどロータリ

ーは厳しくも威厳がありました。深谷、伊勢崎、熊谷、

藤岡ＲＣ等々へメーキャップし健康であったことに感謝

しています。私は幾つかの節目の年に遭遇しております。

入会が創立 10週年。1975年（昭和 50年）幹事の時、児
玉ＲＣ誕生で冨田民治特別代表、新井金吾会長、大宮Ｒ

Ｃ山口 大ガバナー出席のもと認証状伝達式。1985年
（昭和 60 年）本庄ＲＣ会長の時、川口ＲＣ田中徳兵衛、
大谷幹事、清水特別代表のもと上里ＲＣ誕生。1993年
（平成 5年）第五分区代理の時、今泉ガバナー、竹並特
別代表のもと本庄南ＲＣ誕生。岡年度の時埼玉西北の

2570地区、埼玉南東の 2770地区に分かれました。1995
年から 1997年 3連続地区社会奉仕委員長。1977飯野行
雄ＰＧのもと年地区協議会実行委員長。2000年髙橋ガバ

ナーのもと地区大会実行委員長。又、橋田ガバナーより

部門委員長の要請がありましたが体調がすぐれないので

お断りした経緯もありました。さて当クラブからは岡、

高橋、加藤 3人のガバナーが誕生しています。また、松
本常嘉、戸谷 丈、黒岩、髙橋福八、金井澄夫、加藤玄

静 6 人の分区代理、ガバナー補佐、富田民治、清水泉一、
竹並栄一郎特別代表を輩出しています。私の入会時に在

籍していて今日までロータリーに貢献している方々を紹

介します。富田民治 福島茂夫 松本常嘉 金井金吾 

川瀬頼司 高橋専蔵 高橋 茂 金子敏隆 佐藤支祐 

真下今朝吉 清水泉一 戸谷 丈 新井金吾 桑原幸雄 

五十嵐義雄 町田竹治郎 森田徳英 田中敏雄 高橋浩

一郎 堀江通正 片倉唐人 前川喜作 梅村正一 石原

輝弥 古瀬末雄  
「ロータリーの森」についてお話します。24年前、1986
年（昭和 61 年）当時の会員数 98 名。3 年継続事業とし
て春山会員が社会奉仕委員長のときに提唱され、当時理

事会全会員一致の元市の公園にロータリーの森として植

樹されました。春山会員、久保会員、金井会員にて仕上

げされ記念碑が建立されました。その時、社会奉仕委員

長 金井澄雄 副委員長 元橋 勇 委員 高橋和夫 

田所一夫 野口光夫でした。場所は金讃大通り線を降り

た左側第二公園であります。立派に樹木が茂り市民の散

歩、又、憩いの場所となっています。植木は、トウカイ

ドウ、楠木、桜、さるすべり、などでベンチは 23 年た
っておりますからすこし上のほうがいたんでおりますが

まだ当分使えそうです。8月 21日、9月 3日 2回散歩に
いきましたが樹木が生い茂り中が涼しく木花が満開でし

た。当日、サッカーか何かの催しがあったのか子供たち

が木の下で休んでいました。私たちの手で植樹した樹木

が立派に育っているのを見ると当時は大変でしたが我々

ロータリアンとして社会奉仕が実践できたことに感謝し

ます。初代春山、2 代久保、3 代金井委員長さんには特
別お礼申し上げます。最後の年の記念碑、ベンチ等の寄

贈行事が行われ 98 名全員の氏名が彫刻されております。
今から 23年前 1985年（昭和 60年）5月のことですが今
現在 18名しかいません。52名が退会し、28名が他界さ
れています。現会員のお名前は、髙橋福八 竹並栄一郎 

武井包光 下山正男 加藤玄静 梅村孝男 関根 貢 

中村 孝 金井澄雄 萩原達夫 春山茂之 野村正行 

渋谷修身 福島 修 石原輝弥 黒岩三雄 内野昭八郎 

狩野輝昭です。他界された会員のお名前は、橋本武夫 

根岸良一 大塚晃一 清水正弘 町田竹治郎 西本雄太

郎 関口雅之 清水泉一 高橋浩一郎 高井和夫 田中

敏雄 戸谷 丈 新井金吾 堀江通正 小林善一郎 桑

原幸男 真下奉規 高橋専蔵 岩本英人 金子敏隆 岡 

裕孝 高橋美典 竹中俊吾 牛久保和雄です。交換留学

生についてお話します。1975 年（昭和 50 年）幹事の時、
257 地区ガバナー山口 大 熊谷ＲＣ会長より交換留学
生について再々要請があり当時の理事会が時期早々とか

お金がかかる等 2 回理事会にて賛成得られず困りました。
その後、古瀬さんの通訳、の尽力のおかげで理事会の承

認が得られたので連絡をするとすぐに受け入れてほしい

との返事で本庄高校への交渉などでも苦労致しました。

オーストラリア 279 地区からレオーネダグラスさんを受
け入れ、本庄高校からカナダ 709 地区へ、間正理恵さん
を派遣することなり交換留学生の基礎ができました。こ

の時、関口さんのお宅にお世話になり通訳等大変な協力



を頂きました。秘話をいくつか紹介します。昭和 18 年
関東大演習の時山口呉服店のお宅に泊まったことのある、

武田宮様がメーキャップで本庄ＲＣクラブの例会に出席

したいという話があったが、結局、宮様がオリンピック

委員の急用で取りやめになったことがありました。それ

から、冨田さんと福島さんお二人がガバナーをやりたい

という話が出て地区より一つのクラブから二人のガバナ

ーは出せないということでお二人に丁重にお断りしたこ

とがありました。次に、手続要覧など頭に入っていると

いわれていた清水泉一さんが会費を払えなくて退会する

というとき、この人はロータリーになくてはならない人

だからといって武井さんが年会費をはらってあげたこと、

ロータリーの鏡と感銘を受けています。最後に、伊東に

旅行に行った時、古瀬さん、関口さん、萩原さん、私の

四人でゴルフをした時、古瀬さんの靴が壊れてしまい、

裸足でラウンドしたことがあり、いまだかつて経験した

ことがないエピソードがあります。卓話依頼に、若い会

員に対し、ロータリー活動に勇気と希望をあたえてくれ

るようありました。そのようになったか分かりませんが、

本日は、私の自由に話させて頂きました。ご静聴、誠に

ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔ニコニコＢＯＸ〕 
黒岩三雄 
「卓話お世話に成ります。」 
 
今泉賢治 
「黒岩会員、卓話楽しみにしています。」 
 
関口礼子 
「新しい内閣うまくゆくといいですね。」 
 
飯塚明男 
「住民検診がありますので、早退させてもらいます。」 
 
「黒岩会員、卓話をよろしくお願いします。」 
田中 克 野村正行 下山正男 橋本恒男 福島文江 
真下恵司 井河彰久 金井澄雄 矢島淳一 佐藤賀則 
春山茂之 横尾セツ 渋谷修身 杉山淑子 中島高夫 
武井包光 岡崎正六 竹並栄一郎 八木茂幸 石原輝弥 
横尾 巧 野澤章夫 長谷川京子 金子 章 岩渕富男 
狩野輝昭 萩原達夫 澁澤健司 
 
 
〔出席報告〕 

 
次回プログラム 
9月 24日(木) 午後 6時 30分 第四夜間例会 
埼玉グランドホテル本庄 
誕生祝い・結婚祝い 
米山奨学生 呉 龍昌 君 
 

                   

  
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 
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