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2016-17 年度  RI 会長：ジョン・ジャーム／ ガバナー：前嶋修身／会長：大野年司／ 幹事：渡辺久記  

クラブ会報委員会  委員長：松岡  保／例会日：木曜日  午後 12:30 開会／会場：ベルヴィアイトピア 

 

第２４５４回 ７月第３例会 ７月２１日（木） 

[  湯本 茂作ガバナー補佐訪問 委員長方針発表 ] 

●点鐘 大野年司 会長 

●国歌斉唱、ロータリーソング斉唱 

●四つのテスト唱和 

●会長の時間 大野年司 会長 

●幹事報告 渡辺久記 幹事 

●委員長方針発表 

●湯本ガバナー補佐卓話 

●出席奨励・スマイル委員会 

●点鐘 大野年司 会長 

 

点 鐘 

 

会 長 の 時 間 

  

  きょうは、足元の悪い中多くの皆様にご出席頂き有り難

うございます。ご承知の通り明日７／２２（木）は、二十四節

氣でいうところの「大暑」で、一年を通して一番暑い頃と言

われています。皆様お身体をご自愛され、お元氣でこの

夏を乗り切って頂きますよう願っております。今日は、来る

７月２８日のガバナー訪問例会に先立ちましての、ガバナ

ー補佐訪問例会です。行田クラブが、ガバナー訪問の第

一回目に選ばれたこと、うれしくそして誇りに思っておりま

す。湯本ガバナー補佐様、今日はお世話になります。よろ

しくお願い申し上げます。同時に、前回からの各委員長さ

ん、世話人さんからの方針発表の予定です。時間が若干

厳しいかと思いますが、関係者の皆様にご理解とご協力

を頂き、予定の事柄がスムーズに終わりますよう、宜しくお

願い申し上げまして、今回は簡単ではありますが、会長の

時間とさせて頂きます。有り難うございます。 

幹 事 報 告 

 

本日は、ガバナー補佐訪問例会です。湯本ガバナー

補佐よろしくお願いいたします。 

行田（コウダ）様 ようこそお越しくださいました。

歓迎いたします。 

先週委員長方針の発表できなかった方については、

本日に行いたいと考えております。あまり時間があり
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ませんので、ご配慮ご協力宜しくお願いします。 

では幹事報告をいたします。 

1. 先程、別室にてガバナー補佐に各種書類のチェッ

クを行って頂き、無事終了いたしました。 

2. 来週は、ガバナー訪問例会となります。先週も申

し上げましたが、ガバナーとの協議会に入会３年以

内の会員は参加してほしいとのガバナーからの要

請があります。対象となる方は、２８日は午前１１

時３０分までにアイトピアにお越しください。 

またガバナー訪問例会の当日は、例会終了後クラブ

協議会を開催いたします。予定としては、13:40 か

ら 14:40遅くとも 15:00には終了致します。各委員

長はもちろん、クラブ会員全員の出席が要請されて

います。特に入会５年未満の新会員は義務出席とお

考えください。 

3.先週お願い致しましたが、年会費がまだ未納の方が

いらっしゃいます。宜しくお願いいたします。 

4.地区より、「日豪青年相互訪問団員候補者募集案内」

が来ております。詳細は、メーリングリストに載せ

る予定です。また、今年の年度計画書の中で、一部

間違いのご指摘がありました。後程まとめてお知ら

せする予定です。 

5.本日例会終了後、別室にて５０周年特別委員会記念

事業委員会の炉辺が開催されます。関係の方は、出

席宜しくお願いいたします。 

6.国際ロータリー第 2530 地区（福島県）のガバナー

エレクトに白河ロータリークラブの鈴木邦典氏が

就任されました。7/24（日）にエレクト事務所開設

披露式典がホテルサンルート白河で開催されます

ので、大野会長と私で訪問させていただきます。 

7.本日例会終了後に、ガバナー補佐を囲んで皆さんで

写真撮影を行います。 

来 訪 者 紹 介 

 

こうだ 邦子様（浦和北ロータリークラブ） 

委 員 会 方 針 

 

みらいづくり特別 島﨑委員長  

 

 

親睦 小松委員長 

 

 

音楽・読書 武笠委員長 

 

 

財団・米山委員会 田山委員長 

心を形にと熱望！ 



3 

 

姉妹クラブ 山本（正）委員長 

各委員会方針の内容は年度計画書をご覧ください。 

 

本 日 の 卓 話 

 

 

湯本 茂作ガバナー補佐様 

行田ロータリークラブの皆様，こんにちは・今年度、国

際ロータリー第 2570地区第 5グループのガバナー補佐を

務めさせて頂いて居ります、行田ロータリークラブの湯本

茂作と申します。先程より大野会長様、渡辺幹事さん、吉

田事務局さんと歓談させて頂きまして書類等もチェックさ

せて頂きましたが、全て適正且つ正確に処理されているこ

とを確認できましたので、このことを事前に前嶋修身ガバ

ナーにご報告させて頂きます。ガバナー補佐が行った書

類点検等で問題が無ければガバナー公式訪問例会では

前嶋ガバナーは書類等を見ないという事ですのでご安心

下さい。 

今年度、ガバナー補佐役を、私みたいな浅学菲才な者

がお受けするのは筋違いに思うのですが我がクラブには

もっと適任者がいると思います。しかし理事会で満場一致

で決まったから貴方ガバナー補佐をやってくさいと小澤前

会長から言われ仕方なくお受けたした次第です。 

今年度、地区役員には、我が行田クラブからは,ライラ

委員会に山本憲作会員・国際交流委員会に内山会員・世

界遺産・無形文化遺産登録推進委員会に，新井健一会

員・小椋会員・小菅会員の合計 5人のメンバーさんが出向

しておりまして、感謝しております。ちなみに、行田さくらさ

んは 9 名でしてこれには負けますね。しかしこれは細井保

雄さんがガバナーエレクトをお受けしているので当たり前

といえば当たり前だと思いますね。我がクラブではゴルフ

でホールインワンを出した方 3人とありましたが、一昨年に

なると思いますが、山本正幸会員さんも出しており我がク

ラブでは 4人になると思います。 今年は 50周年を迎えま

すが、50 周年実行特別委員会の皆様に頑張って頂き来

年 4 月 15 日を盛り上げて頂ければと思います。今、私石

原慎太郎が田中角栄に成り代わって書いた「天才」65 万

部突破の、衝撃のモノローグを読でました。大野会長様か

ら(陸王)の先週お話有りましたもので、私も昨日その本を

買ってきました。自分の住んでいる行田をもっと知って理

解する意味で読んでみたいと思います。 

自分の役職をスタートするのに当たりネットで早速、ガ

バナー補佐要覧を見させていただきました。ガバナー補

佐の仕事は、役割と責務とが有りますね。 

ガバナー補佐の主な役割は、担当するクラブが効果的に

運営されるよう支援する事によって、ガバナーを補佐する

ことです。責務としてガバナー補佐は、ガバナーとクラブ

に対して次のような責務を担って(になって)います。 

・地区目標の設定を援助する 

・ガバナーのクラブ公式訪問のスケジュールを調整する 

・クラブの強みや弱み、目標に対するクラブの進捗情報

をガバナーに伝える 

・地区会合に出席する 

・ロータリー財団のプログラムや行事、募金活動に参加

する 

・将来のリーダーの育成を助長する 

・クラブの状況について次期ガバナー補佐に情報を引

き継ぐ 

※ですから、次年度ガバナー補佐を早いうちに選任しな

いといけないですね。 

それとクラブに対する責務としては次の様な事が御座いま

す。 

・定期的にクラブを訪問する。(少なくとも四半期に一度)  

※年に 4回になりますね。ぺッツの時に第 5グループの

会長さんに伺いましたら、神経使うから、ガバナー補佐

訪問と、ガバナー公式訪問だけの 2 回で十分です。と

いう意見が御座いまして、それなら必要に応じてお邪魔
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させて頂きますと申しておきました。次に 

・クラブ会長ヱレクトが効果的な目標を設定できるよう援

助する。 

※これは次年度の会長予定者が目標設定するに当たり、

お助けマンになる事ですね。 

我が行田クラブだと石渡会長ヱレクトになりなすね。宜

しくお願いいたします。御協力させて頂きます。次に 

・目標に向けたクラブの進捗状況を随時確認する。 

※これはホームクラブなら随時確認できると思いますが

他クラブでは如何ですかね?心配です。努力してみま

す。 

・ガバナーの公式訪問の計画とスケジュールを立てる 

際にクラブを援助し 、これに関連するクラブ協議会に

全て出席する 

・ガバナーの要請にクラブが応じるよう働きかける 

※これはガバナーのご意見を伺い各クラブに丁寧なお

願いで済むと思います。各クラブさん御協力を宜しくお

願いいたします。  

・適切な地区委員会とともに、クラブ研修のスケジュー

ルと内容を調整する 

・地区リーダーシップ・プランとクラブ・リーダーシッププ

ランを推進する 

・将来の地区指導者を見出し、その育成を奨励する 

※ガバナー補佐の次の役は、地区研修委員だそうで

す。決まっているようですね。 

・地区大会およびその他の地区会合を推進する 

以上がガバナー補佐役だそうです。精いっぱい各クラブ

の為に努力して参りたいと思います。 

2016～2017 年度、国際ロータリー会長のジョン･ジャー

ム氏は人類に奉仕するロータリー・と言っています。そして 

国際ロータリー第 2570地区、2016～2017年度・前嶋修身

ガバナーは(知恵と元気)人類に奉仕するロータリーと題し

て次のような方針を謳(うたって)っています。 

①会員を増やそう 

残念ながら第 2570 地区の会員数の減少が止まってい

ないそうです。お隣の 2770地区は 2011,年から 2012年度

で減少傾向は止まっているそうです。日本全体では 2012

～2013年度で底を打っているそうです。是非、皆さんで力

を合わせ第 2570地区でも一人でも二人でも増やして行き

ましょう。会員増強の件でお話しさせて頂くと、私個人的な

お話で申し訳ないのですが、昨年、新入会員 2 名推薦さ

せて頂きまして、御二人とも入会して頂きまして、地区から

このバッチをご褒美に頂きました。感謝しております。我が

クラブでも私紹介させていただいた方が今現在でも私含

めて 13名のメンバーが在籍しておりまして、活躍して頂い

て居ります。退会者として(森嶋・江袋秀行・武田和則・坂

本和雄・吉野信一・木村明彦・井上真弓・反町清・古沢憲

雄様の計 9 人)含めると合わせて合計 22 名の紹介をさせ

て頂いた事になります。これからもロータリークラブに相応

しい(ふさわしい)人が居りましたら行田ロータリークラブに

ご紹介して行きたいと思っています。前嶋ガバナーの方

針としてはこの他に 8 項目の目標が掲げられております。

前嶋ガバナーからは、ガバナー補佐訪問の時にガバナー

方針をお話しされても構わないですよ。重複(ちょうふく)し

たからと何も言いませんからと伺っておりますが来週前嶋

ガバナー公式訪問が予定にされて居りますのでその時に

前嶋ガバナーから直接お話し伺えますので宜しくお願い

いたします。 

私の今年度,第5グルーブガバナー補佐としての方針を

お話したいと思います。先ずは 

1・第 5 グループの会長、幹事さんに御協力頂きながら

前嶋修身ガバナー年度を 最高に盛り上げて行く事

を願っています。何分にも前嶋ガバナーは第 5 グル

ープから輩出しておりますので、他のグループ補佐

の方の参考になればと思っております。（第 5 グルー

フ各クラブ一丸となって進めていきたいと思います） 

2・笑顔を持って楽しい会長幹事会にしたいですね。 

笑顔が一番だと思います。皆様の御協力宜しくお願

いいたします。  

3・ガバナー補佐訪問で各クラブにて約 25 分位の卓話

をさせて頂きたいと思います。話題については成る程

ね。楽しかったですね、良かったですね、と言われる

お話を考えたいと思います。 

4・次年度のガバナー補佐選出のクラブの検討(本年 10

月頃までに) 次年度の準備も御座いますので、なる

べく早めに皆さんで決めて頂ければと思います。  

5・各クラブさん毎回 15000 円の会費のご用意お願いし

ます。  お一人お料理 5000 円(飲込) 残金は境野

補佐幹事にお渡しください 

6・会長幹事会のお席はご自由にどうぞ。挨拶はＲ.Ⅰ承

認年月日順にお願いたします。承認年月日はガバ

ナー補佐が調べてございますのでこちらからお願い
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させて頂きます。 

7・各クラブ内での問題等はメールかお電話で湯本茂作

ガバナー補佐迄お気軽にお申し付け下さい。 

各クラブにて問題点、前嶋ガバナーにお聞きなりたい

こと、など有りましたら遠慮なくお知らせください。其の

橋渡し役がガバナー補佐の仕事ですので宜しくお願

いいたします。 

 8・行田ロータリークラブのガバナー補佐幹事の境野登

章(たかあき)さんには、毎回司会と同行もお願いしま

す。会長・幹事会のご案内も、境野補佐幹事より各ク

ラブの会長様、幹事様と各クラブ事務局様宛にメー

ルにてお送りさせて頂きます。出欠の返事も補佐幹

事さんにお願いいたします。今年度の第 5 グループ

のＩＭは 2017年 2月 4日(土)午後 1時よりアイトピア

にて予定しております。御来賓として、前嶋修身ガバ

ナー、野中弘之バストガバナー、鈴木秀憲パストガバ

ナーを始め、行田市長、工藤正司(まさじ))様、埼玉

県議会議員、鈴木聖二(せいじ)様、衆議院議員、野

中厚様、行田商工会議所会頭小川雅以様(この 10

月が会頭の改選の時期ですので決まり次第です)、

等を予定しております。お客様並びに企画等につい

ては、皆様の御意見等伺いながら進めて参りたいと

思います 

ここで私のロータリーに入ったきっかけやロータリークラ

ブに対しての思いをお話させて頂きたいと思います。 

ロータリークラブに入る前は、私31歳の時お客様からの進

めで行田青年会議所を紹介され、入会させて頂きました。

約 10年お世話になりました。委員長を 2回程お世話にな

り、40 歳で卒業しまして、一年位しましたら、小山博先輩

からロータリークラブを紹介されましたが、薄々聞くところ

によると、金持ちのおじさんのクラブと聞いておりましたの

で、取りあえずお断り申し上げました。ところが有るとき小

池甚太郎先輩からお声が掛かり，あんたの店に今度食事

に行くから時間取ってくださいと言われ、ハイ承知しました

とお受けして、お店に伺いましたら足利銀行の行田支店

の吉沢支店長を紹介され、私のお願いを聞いてくれよ、と

小池先輩から頼まれまして、何かなと思っていましたら、ロ

ータリークラブという名前、あんた知てるかいと言われ、小

山先輩からも聞いていましたので、ちょこっとだけ聞いたこ

とがありますよというと、じゃあ話は決まりだね、という事で

支店長からも頭を下げられちゃって、頼むねの一点張りで、

まあしょうがないかという事でお世話になることに決めまし

た。後で小山先輩から言われましたね。私がお願いしたと

きは駄目だったのに、申し訳ございませんとお詫びを申し

上げた次第です。あれから 27 年、委員長や幹事、そして

会長職を、そして今年度はガバナー補佐という大役を仰

せつかり恐縮しております。しかしお世話になりあっという

間の 27 年間でした。私の力でまさかこれ程の人たちを紹

介できるとは夢にも考えてもおりませんでした。入会されま

した皆様には心から感謝申し上げます。又このようなクラ 

ブを通していろんな人に出会えたことにも感謝を感じま 

す。それと人前で話すこと、何事にも挑戦、決断、実行等 

の人生の教えを頂いたのも、このロータリークラブのお蔭と 

心より感謝をしております。又色んな事業展開もさせて頂 

き、私の人生最高に幸せを感じます。これからも健康に注 

意して皆様の為に頑張って参りたいと思います。結びに、 

貴クラブの益々のご発展と御参会のみなさまのご健勝、ご 

多幸を心よりお祈り申し上げ私の卓話を終わりにさせて頂 

きます。有難うございました。 

 

 

 

 

 

司会 斎藤 浩二会員 
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出 席 状 況 報 告 

 

鈴木 克枝委員 

T 

A 

正会員数 

85 年規定承認者 

58 名 

16 名 

A 理事会欠席承認者  

P 本日の出席者 ３７名 

B 各承認者の例会出席者 ９名 

MU 本日のメーキャップ者 ５名 

本日の出席率 ８２％ 

ニ コ ニ コ 報 告 

○大野会員 

湯本ガバナー補佐様、今日はお世話になります。ありがと

うございます。 

○渡辺会員 

湯本ガバナー補佐、本日はありがとうございました。 

行田（こうだ）様、ようこそ行田クラブへ 

○小山会員 

湯本ガバナー補佐、心より歓迎いたします。 

こうだ邦子様、ようこそ行田へ 

「陸王」読み切りました。小説とはいえ感動的でした。ぜひ

皆様も読んでみてください。 

○小川会員  

7月 20日からラジオ体操全国巡回が始まりました。6月 15

日から 7 月 31（日）行田のアリーナから全国に放送されま

す。 郷土のイメージアップの為、多勢の参加を求められ

ています。多くのメンバーの出席をお願いします。 

○福島会員 

湯本 茂作ガバナー補佐、本日はありがとうございます。 

よろしくお願い致します。 

○湯本会員  1年、よろしくお願いします。 

○境野会員  1年、お世話になります。 

○岡田会員 

7月２３日 フォトステージ ノア 新装開店いたします。 

皆様のご利用お待ちしております。 

※本日のニコニコは２２，000円でした。 

ありがとうございまし

 


