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2017-18 年度  RI 会長：イアン H.S.ライズリー／ ガバナー：細井保雄／会長：石渡健司／ 幹事：小松和弘  

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

 

第 2,527回 3月第 4例会 3月 29日（木） 

[ 高崎経済大学講師 酒巻貞夫氏による卓話Ⅲ例会 ] 

●点鐘 石渡健司 会長 

●四つのテスト唱和 

●会長の時間 石渡健司 会長 

●幹事報告 小松和弘 幹事 

●酒巻貞夫氏による卓話Ⅲ 

●出席奨励・スマイル委員会 

●点鐘 石渡健司 会長 

●2570地区 チャリティ-コンペ参加  

 

点 鐘 

会 長 の 時 間 

 

石渡会長 

皆さん今日は、さくらの花も満開の季節となりました。 

さて 3 月 24 日には碓井次年度の理事会が行われいよ

いよ次年度がスタートしました。又昨日 3 月 28 日は、

国際ロータリー2570 地区チャリテイーゴルフ大会が行

われ多くの当クラブ会員に参加して頂きました。ありが

とうございました。 

本年度も いよいよ残り 3 ヶ月となりました。後半戦

は、催し物が多くあります。4月 7日、8日には国際ロー

タリー2570地区大会が行われます。その後 5月には台北

城中 RCの 31周年大会が、そして 6月には白河 RC、桑

名北 RC の 20 周年式典が行われます。ご案内姉妹クラ

ブ委員会よりありますので 是非万障差し繰りご参加く

ださいますようお願い申しあげます。 

さて皆さんもご存じでしょうが、江戸時代に米沢藩上

杉鷹山のお話を聞いた事があると思います。嘗て上杉家

は上杉謙信公の 120 万石の有数の大名でした。しかし 

関ヶ原の戦いで敗れ、東北米沢藩 15 万石が与えられま

した。 藩の経営は、過去の栄光や格式を重んじ、家臣

が六千人もいました。習わしもそのままで藩の財政は破

綻寸前 現在の価格で 200億円もの借金に重くのしかか

り、お家断絶の危機にありました。そのような状態の中 

九州高鍋藩より婿養子に入ったのが上杉治憲公でした。

後の鷹山です。治憲は 17 歳で藩主即位し 質素倹約を

進め、財政改革に乗り出しました。しかし 格式、慣例

重んじ 重臣達の反対に遭い 中々改革が進まず抵抗勢

力との争いが続きました。ある事件で、治憲は決断し反

対派重臣 7名の中 2名を切腹、残り閉門、遠島を申しつ

け、改革を進めました。その結果 鷹山は 55年間を費や

し借財を返済 しかも 五千両の蓄財も作りました。 

このように改革には、大きな覚悟と熱意が必要です。
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私たち 行田ロータリークラブも 50 周年が過ぎ環境の

変化に対応した改革が必要です。そして 企業において

も環境の変化に対応しなければ、経営が続きません。   

私たちの住んでいる、行田の街においても環境や要望

の変化に対応し、街を変えていかなければなりません。

現状のままでは、人口減少や企業の空洞化、地方の過疎

化が進んでしまい 街が壊れてしまいます。 

今回街づくり特別委員会において街づくりのあり方に

ついて、酒巻先生に 3 回シリーズの卓話を計画し、本日

が最終回のまとめ卓話を頂きます。 

今回の委員会の卓話をまとめ、小冊子として行田ロー

タリークラブ２０１７－１８年度「行田魅力ある街づく

り」提言書を、発行したいと思います。 

宜しくお願いします。以上で会長の時間とします。 

来訪者紹介 

酒巻経営研究所所長 酒巻貞夫先生 

行田アンサンブル協会副会長 矢部リンメイさん 

本日のピアノ演奏者   向阪由美子さん 

来訪者紹介 

 

酒巻経営研究所所長 酒巻貞夫先生 

 

行田アンサンブル協会副会長 矢部リンメイさん 

 

ピアノ演奏者    先阪由美子さん 

幹 事 報 告 

 

小松幹事 

本日は、酒巻先生、リンメイさん、先坂さん、ご来

訪ありがとうございます。 

桜もほぼ満開で、1 日の鉄剣マラソンは花吹雪になり

そうですね。私も走ります。1kmですが。子供と一緒

に。 

それでは、幹事報告をいたします。 

１. 4月 7日、8日は地区大会です。特に 8日は駐車場

の手伝いを依頼されておりまして、おかげさまで

15名、決定しました。ご協力、ありがとうござい

ます。当日も、よろしくお願いいたします。 

２．5 月 4 日は台湾城中ＲＣの 31 周年記念式典、６

月２日は白河ＲＣ60周年記念式典、６月１６日は

桑名北 20周年記念式典です。ご参加、よろしくお

願いします。 

２．来週４月５日はお休みです。次回例会は４月８日

（土）地区大会です。 

以上です。ありがとうございました。 

酒巻貞夫氏による卓話Ⅲ 
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【コンパクトシティ】    拡大型の街つくり 

1 職・・・働く場所 

 ・働く場所がなくなったら街がなくなる。 

・新しい会社を誘致しその土地に定着する会社が必要 

・新しい会社の起業を応援する。 

2 住・・・安心安全  

・防災上建物が安全であること。 

・街の景観・街並みをそろえる。（城下町らしい街つくり） 

・交通事故の少ない街・防犯上安心してすめる街・ 

3 遊・・・楽しい 

・地域の交流の場所がどのくらいあるか。 

・夜の遊びの場所・夜の商売の経済効果。 

・楽しみながらの買い物・ショッピングが出来るか。 

4 学・・・生涯学習 

・社会人の学び直しの場所があるか。 （定年後の学び

直しの場所があるか。） 

・その街に良い進学校があるか。 

・富山県富山市（コンパクトシティが求められる背景 

・青森県青森市（コンパクトシティが求められる背景 

街づくり特別委員会 

行田市のスローガン 【日本一暮しやすいシニアタウン】 

 

街づくり特別委員会  岡田委員長 

行田市の魅力ある街づくりについて貴方の独自の提言を

募集します。行田市の現代の問題を踏まえ、魅力あるまちに

するためには、どんなことが良いですか、提言してみてくださ

い。   

原稿〆切りは、4月 20日（金）までに事務局に提出してくださ

い。400 字～800 字程度でまとめてください。文章、図でもか

まいません。掲載の可否については、街づくり委員会に一任

してあります。 

謝  辞 

 
司 会 進 行 

 

司会進行       宮内会員 

出 席 状 況 報 告 

 

出席奨励・スマイル委員会 小池委員長 

T 正会員数 66 名 

P 本日の出席者 32 名 

本日の出席率 75％ 



4 

 

ニ コ ニ コ 報 告 

○石渡会長 

  ・酒巻先生 本日 よろしくお願いします。 

○永島健雄 

・小椋さん、昨日は優勝誠におめでとうございました。 

二次会 田丸屋さんでは大変ごちそうになりありがとうござ

いました。 

※本日のニコニコは 2,000 円でした。ありがとうございました。 

 

2570地区 チャリティコンペ パーティ会場 

 

石渡会長挨拶 

 

司会進行      倉持委員 

 

乾杯の音頭     山本副会長 

 

健康管理・ゴルフ委員会  山本委員長 

2570地区チャリティコンペ  7組【28人】で参加しました。 

3月 28日（木） 鴻巣カントリークラブ 8：17～ ＯＵＴ・ＩＮ 

パーティー：株式会社 富士見にて 4：00 より開催しました。 

表  彰  式 

 
優勝の挨拶    小椋 剛会員 

 

準優勝の挨拶    黒渕陽夫会員 

 

べスグロ（41-39）80 （4.8） ＮＥＴ 75.2 武井 茂会員 
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準優勝（45-42） 黒渕陽夫会員    優勝（46-46） 小椋剛会員 

 

          3 位（55-43）  清水龍男会員 

 

          5 位（49-45）  山本正幸委員長 

 

10位（50-43）  小沢 瑛会員 

 

20 位（60-57） 岡田則之会員 

 

25 位（62-56）  稲垣功一会員 

 

Ｂ・Ｂ（54-58）   小澤照章会員 

 

Ｂ・Ｍ（60-62）  石渡会長 
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チャリティコンペ  記念Ｔシャツを着ての写真 
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