
 
  

 

 

《本日の例会》 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

進 行  井河久昇 ＳＡＡ 

点 鐘  午後１２時３０分 渋谷修身 会長    

ソング  ｢それでこそロータリー｣ 

「四つのテスト」 

 
 
〔会長の時間〕    渋谷修身 会長 
 

 皆さん今日は。 
本庄ロータリークラブは昭和

３８年（１９６３年）５月１

５日に２５７０地区１３番目

のクラブとして誕生致しまし

た。今年で４４年目になりま

す。 
 今日は５月１５日に一番近

い例会ですので「本庄ロータリークラブ創立記念

例会」といたします。そこで、現在のメンバーで

ただ一人のパストガバナーであります髙橋福八さ

んに卓話をして頂く事といたしました。来年は４

５周年となりますので、どんな形になるか解りま

せんが、お祝いをする事になると思います。 
 約半年をかけて準備をしてゆくこのロータリー

の体制は非常に良く出来ていると思います。それ

によって今年度より次年度にスムーズに引き継が

れて行くようになっています。 
 

 
 様々な団体で会長が代わる時その準備が充分な

されていない所が多いと思われます。その為会長 
になってからその職務に慣れるのに、１年間くら

いはかかるものです。 
 その点、このロータリークラブの引き継ぎは準

備期間がありますので、とても合理的なシステム

であると考えます。 
 私も岡崎エレクトにスムーズにバトンタッチが

出来ますよう、あと１ヶ月半努力して行きたいと

思いますので、皆様方のご協力を宜しくお願いい

たします。 
 
 
 
〔幹事報告〕     佐藤賀則  幹事 
                   

・ 本庄ライオンズクラブより本年度会長・幹

事・会計様のご挨

拶と次年度会長・

幹事・会計様の新

任のご挨拶文が届

いております。 

・ 米山記念奨学会ニ

ュース・学友会ニ

ュースが届いてお

ります。 

・ 「友」インターネット速報が届いています。 

・ 本庄市ボランティアセンターより「ぼらん

てぃあ」広報誌が届いております。 

・ 巴会員・渋澤会員が東京恵比寿ＲＣへメー

キャップして参りまして、その時頂いた週

報が届いておりますので、回覧します。 
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〔委員会報告〕 
 

★ 親睦活動委員会 萩原達夫 委員長 
 

 来週、春の移動例会親睦

旅行です。 

集合は８時４５分本庄市

民文化会館、９時出発です。

１２時に青山のブノワで食

事をして頂き、その後、国

立新美術館を見学して劇団

四季へ向かい、夕食のお弁当を食べて頂いてから

観劇して頂きます。８時３０分～４５分頃終わり

ますので、本庄着は１１時３０分頃の予定ですの

で宜しくお願いいたします。  

 

 

★ 出席委員会    渋澤健司 委員長 

 
今週の火曜日、巴会員と

東京恵比寿ロータリークラ

ブへメーキャップで行って

参りました 

場所は恵比寿のウェステ

インホテル東京です。創立

は１９９５年、メンバーは

９２名おります。男性会員が５１名、女性会員が

４１名です。 

過日の地区大会時講演を頂いた松島トモ子氏が

前年度の会長でした。１９９９～２０００年迄が

司葉子氏が会長されていました。 

当日は約７０名のメンバーが例会に参加されて

いました。新入会員のイニシェーションスピーチ

で、西川裕美子氏（西川羽毛布団の奥様）が本人

の経歴と趣味のお話をされました。 

ビジター費は４７００円でした。ニコニコボッ

クスは平均１２～３名の投入数で、金額は一人５

０００～１００００円位で、一人一人内容のある

メッセージを書いておりました。１回５～６万円

で年間３００万円位だそうです。女性会員が多い

ので和やかな雰囲気で、 初のロータリーソング

も松島トモ子さんが歌いました。お客様に対して

も非常に気遣いを頂きました。 

また、いろいろな所へメーキャップして出席率

向上を目指して参りたいと思います。 

 

 

★ ニコニコＢＯＸ  坂本雄一 委員 
 

先日、委員会を開催しまし

て、今回初めてですが、サヨ

ナラパーティの時に、投入額

上位２０名の方に記念品を差

し上げる事にしましたので報

告いたします。 

 

  

卓 話 

 

「本庄ロータリークラブ創立記念」 

 

髙橋福八パストガバナー 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 本庄で初めての地区大会 
１９８８年１０月第２５７地区になって初めて

の地区大会が岡ガバナーの元、本庄で開催される

ことになった。 
 ついては時のホストクラブ会長を私にと言う話

が来た。ロータリーについて精通していない私は

勿論お断りした。しかし地区大会の中での歓迎の

スピーチはクラブ会長がやる仕来たりがあり、こ

れがバッチリ出来れば大会は成功するので是非に

と再度言われ結局お受けする事になった. 
地区大会は大成功に終了し本庄のイメージを更

に高める結果となった。 
② ひょうたんから駒で分区代理に 

 １９９８年、深谷の福島パストガバナーが当時

本庄ＲＣ竹中会長初め理事数名と共に突然、次々

年度ガバナーになるよう要請にみえた。勿論応諾

する訳もなく、「分区代理（今のガバナー補佐）

もやっていないのに突然ガバナーなどやったら笑

われる」と言うと「それでは来年分区代理をやっ

てもらう」とすでに決まっていた人を下ろしてし

まい、「これでも受けなければ今後の一切本庄か

らはガバナーを出させない」とおどされ結局お受

けする事になった。 
③ ガバナーのスローガン決定 
２０００年、アメリカのアナハイムまで夫婦で

行って第２５７０地区ガバナーになる為のエレク

トの研修を受けた。 
 ロータリー思想がそれまで私が体で覚えた商道

のあり方と私が信ずる仏教の思想とまったく同じ

であった為その本質はすぐに十分理解出来た。こ

れならガバナーは務まると思って帰国した。 
 デブリンＲＩ会長の指針と、私がいつも言って

いる言葉をつなぎ合わせて「意識を喚起して進ん

で行動すれば、面白くて為になるロータリーにな

る」をスローガンと決めた。 
④ ガバナー公式訪問は新方式で 
公式訪問のスタイルを一新した。午前中はクラ

ブ会長幹事と共に地元の名所旧跡めぐりをしなが

らの対話、地域貢献活動を現地で体感。公式例会

後は２時間から３時間かけて全会員に発言して頂



くクラブフォーラム。この質疑応答が 高に面白

かった。 
 本庄のメンバーは全員一回以上車を提供下さり

公式訪問にも同行していただいたが、皆面白くて

為になったと喜んでくれた事は有難く又大変うれ

しかった。 
⑤ 歌舞伎座を借り切り合同 IM 

「日本の伝統文化を楽しむ集い」と題し、２００

０年１２月１４日、討ち入りの日を選び歌舞伎座

を借り切り、超満員の中で合同 IM 開催、市川団

十郎丈、坂東三津五郎丈からご挨拶を頂き、地区

役員・会長・幹事は勿論、各クラブ事務の女性達

まで檜舞台に上がっていただき、感激を分かち合

った。「国際交流がメインのロータリアンは自国

の文化をもっと知ってこそ、本当の国際交流にな

る」というのが私の持論であった。 
 出し物の「身替り座禅」では初めて歌舞伎に接

した会員も大爆笑。 
⑥ 奇想天外の地区大会 

ＲＩ会長代理として台湾台北から林 茂雄（リン

モウション）さんご夫妻を迎え地区大会は３日間

かつてない規模で盛大に行われた。 
当日は本庄まつり宮本町の山車で全員をお出迎

え、私の入場は先導に会員によるチンドンを起用、

清元と日本舞踊、雅楽等々そしてパストガバナー

による歌舞伎「白波五人男」その捕手はガバナー

補佐で会場は大いに沸いた。一般市民に公開した

森村誠一氏による記念講演と鳳蘭のショウ。 
一生の思い出に残る大イベントの成功は、ここ

迄よくぞ仕上げてくれた本庄ＲＣのメンバーの英

知と情熱のたまものであった。支えてくれたメン

バーに「有難う」の感謝の気持ちで一杯であった。 
⑦ 楽しい月信発行 
月信は地区と会員一人一人の心をつなぐ命綱、

オールカラーで内容も一新させた。表紙には田中

一郎パストガバナーの歌舞伎絵を起用、発行の都

度、徹夜して校正した苦労も今はなつかしい。来

日したデブリンＲＩ会長に月信の綴りを手渡すと、

夫人が「ビューティフル！」と目を丸めて手を差

しのべてくれたあの時の感激は忘れ難い。 
⑧ 世界 優秀地区賞受賞  
２００１年アメリカ・サンアントニオで行われ

た「世界 優秀地区賞」を受賞。 
本庄ＲＣ全会員の数年間に及んだ努力がこの一瞬、

一挙に報われた。うれしかった。思わず涙がこぼ

れた。 
 しかし、この私の片腕となって苦楽を共にした

竹中幹事は今は居ない。諸行無常とは言え残念の

一語につきる。竹中幹事は至らぬ私をよくささえ、

常に地区の融和をはかってくれた。かけがえのな

い人材だった。彼なしに私のガバナーは有り得な

かった。 
あらためて御礼申し上げると共に心からご冥福

を祈る。 
 
 
 

〔ニコニコボックス〕  坂上俊夫 委員 

                 （順不同・敬称略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

髙橋福八 

 今日は卓話の機会を頂き有難うございました。 
 
 
本日は創立記念例会です。髙橋福八パストガバナ

ー卓話をよろしくお願いいたします。 
 

（同文にてご投入頂きました） 
 

渋谷修身 矢島淳一 茂木 聡 田中 克 

岡崎正六 岩渕富男 梅村孝雄 金子 弘 

松原幹男 石原輝弥 山田喜一 内野昭八郎 

加藤玄静 武井包光 坂本雄一 竹並栄一郎 

佐藤賀則 下山正男 春山茂之 萩原達夫 

古瀬末雄 金井直樹 塚越 茂 立石秀寿 

戸谷 丈 八木成幸 斉藤清一 坂上俊夫 

渋澤健司 岩本英人 

 

 

春山茂之 

 学校検診のため早退します。 

 

藤井 仁 

 ニコニコ委員会の皆様有難うございます。 

 

野澤章夫 

 早退します。 

 

 

本日投入金額合計 ３４，０００円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

〔出席報告〕    渋澤健司 委員長 
 

(敬称略) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 

メーキャップ３数 
 
 
欠席届出者 

  
高柳育行 橋本恒男 町田国彦 浅香 匡 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

７４名 

 

８名 

 

６６名 

 

４６名 

 

７４.２％

 
広聴広報委員会  岩本英人・戸谷清一・岩堀 薫 
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