
 

《本日の例会》 
 

会員卓話 
 

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 お正月  

 

〔会長挨拶〕      田中 克 会長 

 
 

皆様、こんにちは。本日は年末のせわしい中、又、寒

い中にもかかわらず大勢の皆様の例会出席、誠に御苦労

様です。今年の通常例会の最終日となりました。 

１ 本日の卓話はパスト会長の関根貢会員です。楽しみ

にしております。後程よろしく御願いします。 

２ 来週は今年最後のイベントのクリスマス例会です。 

  親睦委員会と出席委員会の皆様の御協力で内容の素

晴らしい企画が計画されているようです。参加申し

込みも８７名と聞いております。当日は御夫妻揃っ

て御出席を頂きまして、クリスマスパーティーを和

気あいあい大いに楽しんでください。 

３ 加藤ガバナーが本日出席です。スピーチを御願いし

ます。 
４ 西川ガバナーエレクトより、次年度のガバナー補佐

を本庄ＲＣから選出して頂きたいと依頼の文書が来

ています。本日例会終了後パスト会長会議にて御検

討を頂きます。 

５ 松原幹男会員の歓送会を有志にて執り行います。 

  （発起人 岡崎正六、三宅健吉、田中克）  

    参加希望者は申し込んでください。 

 
〔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 財団法人米山記念奨学会より「確定申告用領収書

について」のお知らせが届いております。 
② 国際ロータリー第 2570地区より、「第 44回次期
指導者研修会の開催について」のお知らせが届い

ております。 
③ 国際ロータリー日本事務局より「ロータリー財団

への寄付・補助金」についての領収書が届いてお

ります。 
④ 本庄市国際交流会より「インフォメーション」が

届いております。 
 
以上で幹事報告を終わります。  （報告は順不同） 
   
 
〔地区報告〕 
 

米山奨学委員会       坂本優蔵 委員長 
 

ロータリー財団部門委員会  下山正男 委員長 
 
〔委員会報告〕 
 

親睦活動委員会       金井直樹 委員長 
 
挨 拶          加藤玄靜 ガバナー 
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〔卓 話〕          関根 貢 会員 

 
 
卓話者プロフィール 
関根 貢 パスト会長   
ロータリー入会日 1980年 2月 7日 29年間     
会長 1994年～1995年（幹事 春山茂之）     
職業分類 外科医 
 
         友達になろう                 
関根 貢 
 
”BE  A  FRIEND " 「 友達になろう」15年前の 1994~1995
年度ビルハントレーRI会長のテーマです。心からなる思
いやりをもって友達同士集い合い、喜び、悲しみ、慰め

を共にするとき、そこにコミュニテイが生まれます。友

達は希望を支え、信念を高め、身を持って愛を実践しま

す。ロータリアンになるのにプログラムは必要ありませ

ん。友達にさえなれば、それでこそ文字通りロータリア

ンです。RI会長はこう呼びかけました。 
 ポールハリスのロータリー創始の時の心も、人間らし

い心温まる付き合い、気の許せる仲間、心の友を得たい

というものでした。 
 この年度に春山パスト会長に幹事をお願いして RC会長
を勤めさせて頂きました。春山先生大変お世話様になり

ました。 
 ［人間愛で明るい未来を］この時の私のテーマでした。

人間同士が深い信頼と友情によって結ばれることで、よ

り良い社会を創り平和な世界を築くために貢献しようと

努めることがロータリー活動の原点であると考えたから

です。人類愛ではなく人間愛です。よく間違われますが

私は人間関係を重視しました。そしてよりよい社会、明

るい将来を夢みて提言いたしました。 
 ロータリークラブの会合で親友関係にまで発展するよ

うな仲間が増えるのは素晴らしいことです。これが「ク

ラブ奉仕」ですが、これだけでは「なかよしクラブ」だ

けになってしまいます。職業倫理の大切さを噛み締め、

自分たちの利益だけにこだわって、社会的な義務、他人

のために役立ちたいという気持ちを忘れてしまわないよ

う、ロータリーの歴史は繰り返し語り掛けているのです。

［職業奉仕］と［社会奉仕］、さらに発展して［国際奉

仕］です。すべてのクラブは、地元の地域社会と世界中

のニーズを抱えた人々のために奉仕を行なうという重要

な使命を共有しています。   

 ロータリークラブは奉仕する団体ではなく奉仕する

人々の集まりであると言われて居ります。ロータリアン

としてこの地域社会で何を期待されているのか？何が必

要なのか？どうしたら地域の役に立つことが出来るの

か？本当に必要な事柄を見つけることが求められている

のであって、我々が地域に必要だろうと考えるもの、を

提供することではありません。そしてその奉仕活動を、

事業と専門職務に携わるロータリアンがリーダーとして

指導して地域に根付かせることが「奉仕の理想」を達成

することだとおもいます。お金を集めて渡すだけでは単

なる［慈善団体］と同じことです。 
 ここ何年か、変わってきたロータリーには古い知識か

も知りませんが私はこのように教わってきました。宜し

くご理解ください。  
 関根春山年度の思い出を話させて下さい。何といって

もメイン事業の［新生児の森］です。春山幹事の発案で

狩野社会奉仕委員長の政治力により本庄市創立 40周年記
念にあわせ本庄ロータリークラブ主催、本庄市共催とし

て、市役所の協力をとり付け上半期だけで 156人の新生
児の登録が得られ 4月 20日本庄総合公園で盛大に植樹祭
が挙行出来ました。記念碑に新生児の銘版をつけて後日、

本人が自分の名前を見つけられるようにいたしました。

［新生児の森植樹募金事業］はロータリークラブの資金

と会員の募金、市にも 40周年記念事業として負担しても
らい、さらに新生児の父母の皆様にも寄付をして頂きま

した。これこそロータリアンの奉仕活動が地域社会の皆

さんの共鳴を得、さらに行政にも協力してもらえ成功し

た模範的な［社会奉仕］だと自負してよいと思います。

ご協力していただいた会員の皆様に改めて御礼もうしあ

げます。この事業は継続事業として次年度、また新生児

の銘版の修理等で現在まで各年度の皆様にフォローして

いただいてます、ありがとうございます。 
 この年度には 1月 17日に阪神淡路大地震がありました。
大震災に当たり義捐金を会員が拠出したのは勿論ですが、

本庄 RCとして街頭募金を 2度おこないメンバー全員の協
力で 26万円余も集まり災害地へ送ることが出来ました。
神戸 RCへも会員全員の協力で 30万円余集まりお見舞い
できました。 
 3月 20日地下鉄サリン事件；狂信的なオウム真理教に
よって多くの人が犠牲になり社会的パニックが起きまし

た。大震災もあり春季親睦旅行が横浜・東京の予定でし

たが中止するべきだという意見もでて大いに悩みました

すえ、現 RC会長田中さんが思い出の残る旅行をと張り切
って半年掛けて企画準備してくれたことなので私の責任

で決行しました。横浜港クルーズ、マリンルージュ号上

での移動例会、会食、ランドマークタワー70階での生演
奏、翌日は帝国ホテルで食事後宝塚劇場森光子の観劇！

等々参加会員と令夫人の皆さんに褒められました。田中

会長をはじめ親睦委員の皆さん、想い出を有り難う御座

います。 
 ［国際奉仕］では高柳パスト会長に委員長をお願いし

ました。交換学生ジェイ・ピーターソンの受け入れ、亡

き竹中カウンセラー、シャベロンの現関口会員の協力の

もとホストファミリーの会員の選定始め本当にご苦労掛

けました。地区でも大きな評価をうけました。ホストフ

ァミリーの皆様ありがとうございました。 
 1905年 2月 23日木曜日ポール・ハリスが 3人の友人と
語らって第 1回の会合を開いたロータリークラブの誕生



日、90年後の 1995年 2月 23日木曜日同じ寒い夜に狩野
会員のグローバルビル 1階での移動例会で創立 90周年を
お祝いし、90年間の先人の活躍におもいをはせました。
RI会長の要請による地区住民にロータリー活動を PRす
るロータリー創立 90 周年事業「世界の窓週間」では当日、
狩野ビルの大きい窓に大型テレビを道路へ向けて展示 PR
しましたが、企画のとき私は面倒で見送りたいと言った

ところ春山幹事が決断して実現したものです。ところが

これがロータリー・アジアゾーンで最優秀賞を獲得、世

界のベストセラー、ザ・ロータリアン誌に英文 ROTARY 
CLUB OF HONJOと載りました。春山先生ありがとうご
ざいました。関根春山ではなく春山関根年度の 1年間の
業績です。 
 今、週報を読み返してみてあの頃は若かったナーと昔

を懐かしむ気持ちでいっぱいです。メンバーの皆さんに

支えられて迷惑を掛けましたが、どうにかロータリー活

動ができたことを改めて感謝申し上げます。ありがとう

ございました。 
 
〔ニコニコ BOX〕 
関根 貢 
「本日「卓話」らしきものやらせて頂きます。」 
坂本雄一 
「お台場で娘の結婚式が無事に終わりました。何となく

複雑な気持ちです。」 
関口礼子 
「日が少なくなって来ました。どうぞお元気で。」 
 
「今月は、家族月間です。関根 貢会員卓話宜しくお願い
致します。」 
田中 克 橋本恒男  澁澤健司 坂本優蔵 福島文江 
萩原達夫 笠原 勝 野澤章夫 渋谷修身 松原幹男 
野村正行 武井包光 竹並栄一郎 八木茂幸 金井福則 
須永秀和 矢島淳一 中島高夫 今泉憲治 春山茂之 
茂木 正 真下恵司 岡崎正六 加藤玄静 下山正男 
巴 高志 狩野輝昭 梅村孝雄 五十嵐敦子 杉山淑子 
中村 孝 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔出席報告〕 

 
 
次回プログラム 
12月 24日(木) 午後 6時 30分 クリスマス例会 
埼玉グランドホテル 
三遊亭楽京師匠の高座 
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