
 

《本日の例会》 
 

地区米山セミナー報告 
 

地区大会実行委員会組織運営について 
 
 

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 

 たなばたさま  
 
〔会長挨拶〕      田中 克 会長 

 
 

皆様こんにちは。梅雨も明け、夏本番の季節にな

りました。本日も大変暑い中にもかかわらず、大勢

のメンバーに例会に出席頂きありがとうございま

す。 

 皆様のご協力のお陰をもちまして、第一、第二例

会も無事終了し、又、クラブ協議会も各部門委員

長の力強い運営方針発表があり、私自身心強く感

じております。 
 

① 本年度から委員会組織がＣ．Ｌ．Ｐの採用に

より、大きく変更になり、三つの部門委員会

と米山財団の分野に分割され、部門委員長を

中心に多人数の委員が一体となり全員 参加

で運営することになりました。 

    各部門委員長のリーダーシップによる一致結
束した、和気あいあいの盛り上がりが期待さ

れるところであります。 
② 本年度の例会における卓話の基本的な考え

方、毎月の第一例会は、その月の強化月間の

卓話を地区の部門委員長にお願いします。 第

二例会以降の卓話はメンバーにお願いし、在

籍年数の長い方から、本日は竹並栄一郎会員

にお願いしてあります。先輩、後輩の例会卓

話により、お互いがより理解度を深まり、和

気あいあいのムードが形作られるよう気配り

をしながら運営するように努めたいと思って

おります。 

③ ２００９～１０年度地区大会実行委員会の組
織、運営、内容の説明を春山茂之、渋谷修身

委員長にお願いします。 
④ 真下和男直前ガバナーより、スポンサーバッ
チの送付を頂いております。 

⑤ 四Ｃゴルフコンペの会議（７月２１日）の内 
容      

以上、会長挨拶と報告といたします。 
 
〔幹事報告〕     今泉憲治 幹事 
  

 皆さんこんにちは、私事ですが先日の例会時体

調不良で皆様に大変ご心配をお掛けすることにな

りまたご迷惑をお掛けいたしました。又、ご心配

のお電話を下さった方、メールを下さった方あり

がとうございました。元気になりましたので少し

ずつがんばりますので宜しくお願いいたします。 
それでは幹事報告をさせていただきます。順不同

ですがバインダーに閉じられている順に報告いた

します。 
① 本庄市ボランティアセンターからお知らせ
が届いております。 

② 第３回ライラ報告書が届いております。 
③ 東京オリンピック招致委員会から宣伝物が
届いております。 

④ 岡部ロータリークラブより年度計画書が届
いております。 

回覧をいたします。以上、幹事報告を終ります。

ありがとうございました。    
 

 
〔委員会報告〕 
親睦委員会      金井直樹 委員長 
次週の納涼祭について・ブレザー制服について 
 
ゴルフ部        矢島淳一 部長 
次週例会後、ゴルフ部総会について 
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関口礼子会員より 
昨年の世界社会奉仕委員会が 10万人のマザーテレ
サ孤児院の寄付に対して、ダダパンロータリーク

ラブのヴィラフロール氏からお礼状報告 
SAA          三宅健吉チーフ 
8月の食事について 
 
〔地区米山記念奨学部門セミナーの報告〕 
  米山記念奨学部門委員長   坂本 優蔵 
  
〔地区大会実行委員会組織・運営について 〕        

地区大会実行委員会事務局長 巴 高志 
 
 
 
〔地区大会役員の挨拶〕                           
地区大会委員長        春山茂之 
                              
地区大会実行委員長       渋谷修身 
                    
地区大会記念ゴルフ大会委員長  岡崎正六 
                            
地区大会実行委員会幹事      佐藤賀則 
 
〔地区大会実行委員会 副実行委員長の紹介〕 
矢島淳一・横尾セツ・八木茂幸 

萩原達夫・石原 修    
  

 

〔卓 話〕      竹並栄一郎 会員 
皆さん今日は、田中・今泉年度がスタート致し

ました。と同時に加藤さんが当クラブから３人目

のガバナーに就任されました。本庄ロータリーク

ラブにとりまして歴史に残る記念の年であります。

全員一致協力して素晴らしいガバナー輩出年度に

致しましょう。 

田中会長の年度計画書の冒頭に「クラブ組織を

変更･強化し､活性化を図り全員参加でクラブの盛

り上げに努める」とあります。通常例会はメンバ

ーの卓話を中心に楽しい例会にしていきたいと言

っております。まず、パスト会長の先輩順にお願

いしていくとのことです。 

私は昭和 49 年の入会で、在籍 35 年になります

ので先輩は黒岩さんと石原さんだけになりました。

黒岩さんが都合により少し後になる様ですので、

私がトップバッターに指名された次第です。何を

話そうかと考えまして本庄ロータリークラブ４６

年の歴史の中で私が残した大きな仕事がひとつあ

ります。それは１５年前に本庄南ロータリークラ

ブ設立の特別代表を務めさせて頂いたことです。

その時の会長が塚越至信さん(塚越会員の父)で幹

事が加藤玄静さんでした。皆さんご承知の通り、

７月１日より加藤さんが国際ロータリー第２５７

０地区のガバナーとして当地区を運営するわけで

あります。加藤さんも本庄南ロータリークラブ誕

生時の親クラブの幹事として設立には特に深い関

わりを持っておられます。そこでもう１６年も前

の話になりますので、それ以降入会された皆さん

が多くなっていると思いますから、その経緯をお

話するのも時機を得た事ではないかと考えました

のでご披露させて頂きます｡当時の地区ガバナーの

立場は、ガバナーに就任しますと、その在任中に

必ず新クラブ又はそれに準ずるような組織、例え

ばインターアクトクラブなどを立ち上げる事が暗

黙の了解事項になっておりました。本庄ロータリ

ークラブではいつの間にか１０年毎に新クラブを

作ると言う話がクラブ内に定着し、クラブ創立１

０年後には冨田創立会長が特別代表として児玉ロ

ータリークラブを設立し、その１０年後には清水

泉一創立幹事が特別代表として上里ロータリーク

ラブを設立させたわけであります。上里ロータリ

ークラブの設立は１９８５年３月でしたが、当時

の福島良治ガバナーは「本庄には足を向けて寝ら

れない」と言っておられました。新クラブ設立が

ガバナーにとっては如何に大きな命題であるかを

表している言葉だと思います。本庄南ロータリー

クラブ設立時の今泉ガバナーも同じ気持ちだと思

います。余談になりますが６月２８日の高橋会頭

の受章祝賀会にパストガバナーが多数出席されて

おりまして、パーティーの席で黒岩さんより今泉

さんが竹並さんに逢いたいと言っていると呼びに

来てくれましたので、すぐに伺いまして久しぶり

に挨拶をさせて頂きました。ご高齢ですがお元気

でした。黒岩さんも今泉年度の分区代理を務めて

おりまして、親しくお付合いをされているとのこ

とです。 

話を本論に戻しますが、本庄南ロータリークラ

ブ設立につきまして私は拡大特別委員長を務めて

おりましたので、設立経過の概要をお話し致しま

す。塚越年度に入って間もない８月５日の理事会

で区域を共有するアディショナルクラブ設立に向

けて行動を起こす事について承認を頂き８月９日

にはパスト会長会議でご意見を頂き、早急に委員

会を開催して具体的な諸問題について検討に入る

ようにと言う助言を頂くと共に拡大特別委員会の

委員は総て会長並びに幹事経験者の組織に致しま

した。８月１９日第１回委員会では、次回までに

各委員が候補者を推薦する事とし、９月２７日第

２回委員会では、クラブテリトリーは共有として

キーメンバー５名を選んで、私が特別代表候補者

に推薦され、拡大補佐候補には、清水泉一さん、

戸谷丈さん、江原栄一さん、戸谷全克さんを推薦

致しました。その後、今泉ガバナーより私が特別

代表・清水泉一さん・戸谷丈さん・江原栄一さ

ん・戸谷全克さんが拡大補佐の委嘱状を頂きまし

た。一方新クラブの方では高橋茂雄さん、中原秀

夫さん、浅田進さん、星野泰雄さん、大野木馨哉

さんの５名がキーメンバーとなり総数２９名の会

員を集める事ができました。ところが、ここで思

わぬ見込み違いが発生しました。キーメンバー全

員より私達は未経験者なので、初代会長は引受け

られない。竹並さんか、戸谷さんが初代会長をや

って頂きたい。 



だめなら白紙にするのもやむを得ないと言われま

した。翌朝私が関口委員の所へ伺って経過を話し、

戸谷全克さんにお願いする事を了承して頂きまし

た。戸谷さんも私と一緒に行動しておりましたの

で、事情はよく分かっておりましたから、特別代

表を任命されている竹並さんは出来ないからと本

庄ロータリークラブからの移籍を断腸の思いで決

断して頂きました。直後の理事会にはキーメンバ

ー５人連名の嘆願書を持参して出席して頂き､戸谷

さんが新クラブへ移籍し、初代会長に就任する事

を全員で承認して頂きました。又、余談になりま

すが、何故、関口さんの所へ行ったかと言います

と、関口さんは建設業会も学年も先輩でしたので、

若い頃より良く知っておりました。本庄ロータリ

ークラブは昭和４９年の入会で同期でした。クラ

ブ拡大の話が始った頃、「黒岩さんも俺も大きな

行事の責任者をやっているので、今度は栄ちゃん

がやる番だよ俺たちも協力するから」と勧めてく

れました。時々厳しい事も言いましたが思いやり

のある先輩でした。大変感謝しております。以上

の様な難題をクリアーして目出度く本庄南ロータ

リークラブとして１９９４年３月１日に当ホテル

にて創立総会を挙行し、同年３月１４日国際ロー

タリー加盟の認証を頂きまして第２５７０地区５

２番目のクラブとなり、認証状伝達式は１９９４

年１０月１日本庄文化会館に於いて内外の多数の

ご来賓及びロータリアンをお迎えして盛大に挙行

することが出来ました。創立会長の戸谷さんは分

区代理を務められ、キーメンバーの浅田さんもガ

バナー補佐を務められて、お二人共現地区役員

として活躍しておられます。本庄南ロータリー

クラブも加藤ガバナー年度の行事にはコ・ホス

トクラブとして協力して頂けるものと思います。

私からもお願いしておきます。田中年度最初の

卓話者としての評価は皆さんにおまかせ致しまし

て、結びとさせて頂きます。ご静聴有難うござい

ました。 
 
〔ニコニコＢＯＸ〕 
渋谷修身 
「田中会長、ホールインワン記念のワイン、ごち

そうさまでした。」 
竹並栄一郎 
「本日卓話させて頂きます。」 
今泉憲治 
「先週の例会では皆様に大変ご心配をおかけしま

した。体調快復しましたので又、宜しくお願いし

ます。」 
 

地区幹事・真下恵司・参加者一同 
「地区協ではお世話になりました。」 
関口礼子 
「暑いですねと云わない様にしています。」 
茂木 聡 
「前年度役員・理事の皆様、本日例会後、会計報

告を致しますので、よろしくお願い致します。」 
 
藤井 仁 
「田中会長、先週のホールインワンパーティーあ

りがとう御座いました。」 
 
「竹並栄一郎パスト会長、本日の卓話宜しくお願

いいたします。」 
田中 克 横尾 巧 坂本優蔵 福島文江 
三宅健吉 矢島淳一 巴 高志 長谷川京子 
下山正男 佐藤賀則 岩渕富男 横尾セツ 
内野昭八郎 中島高夫 春山茂之 温井一英 
梅村孝雄 笠原 勝 野澤章夫 五十嵐敦子 
高柳育行 戸谷清一 中村 孝 黒岩三雄 
野村正行 
 
「米山奨学学友委員会坂本優蔵会員 7月 12日地区
セミナー出席お疲れ様でした。今後も宜しくお願

いします。」 
澁澤健司 武井包光 金沢喜作 浅香 匡 
杉山淑子 八木茂幸 岡崎正六 
 
〔出席報告〕 

 
次回プログラム 
7月 23日(木)PM6:30～第 4例会 
① ガバナー補佐訪問（ご挨拶） 
② コ・ホストクラブ地区大会実行委員会 
（児玉・上里・本庄南より）来訪 

③ 職業奉仕部門セミナーの出席報告 
会員卓話 プログラムの都合により８月になりま

す。 
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