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2018-19 年度 RI 会長：バリー・ラシン／ ガバナー：茂木 正／会長：碓井勝也／ 幹事：鈴木貴大 

クラブ会報委員会 委員長：黒田淳一／例会日：木曜日 午後 12:30 開会／会場：ベルヴィアイトピア 

 

第２５３８回 ７月第１例会 ７月５日（木） 

[  クラブ協議会  ] 

●点鐘 碓井勝也 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 碓井勝也 会長 

●役員選任式 

●幹事報告 鈴木貴大 幹事 

●誕生祝 

●プログラム・スマイル委員会 

●点鐘 碓井勝也 会長 

 

 

点 鐘 

 

会 長 の 時 間 

 

皆さんこんにちは、私は湯本茂作会員のご紹介で

行田ロータリークラブに入会させていただいて以

来、19 年間にわたり在籍させていただいております。

本日から伝統ある本クラブの会長として1年間お世

話になるわけでありますが、大変光栄であると同時

に、緊張して身の引き締まる思いであります。会員

の皆様におかれましては、どうぞ 1年間よろしくお

願い申し上げます。 

まず、先日、柿沼孝枝（よしえ）会員の夫君 茂

さまがご逝去されました。柿沼会員に慎んでお悔や

み申し上げるとともに、ゴルフ等を通じて親交のあ

った会員も多かったと思います、茂さまのご冥福を

心よりお祈りしたいと思います。 

また、ご葬儀に協力いただいた親睦委員会のメン

バーに御礼申し上げます。 

さて、年度の基本方針は役員就任式の後に申し述

べさせていただきますが、会長の時間として私の考

えるロータリーとは、という意味を込めて、また一

番初めのお話しとして、点鐘について思いを巡らせ

たことを申し述べさせていただきます。 

なぜ、例会は点鐘に始まって点鐘で終わるのか？  

おそらくはチャーターナイトの時から長く続いて

いるセレモニーなのでしょうけれども、改めてその

意味を自らに問いかけたところ、答えを見つけるこ

とが出来ませんでした。これから始まりますよ・・！、

という合図にしては少し大げさですし、笛でも太鼓

でも、いいわけですから・・・？ 



2 
 

一説によれば、教会の鐘の音、このイメージなん

だそうです。教会での礼拝、しばし生活の雑事をや

め、その日常から離れ、天上、天界のことを考えな

さい、一時、別次元に浸りなさい・・という意味だ

そうです。 ・・・・・ 

私もそうであろうと、と考えます。 

私たちは、いったい何を求めてロータリークラブ

に入会したのでしょうか。 

一昨年、ある新入会員の入会式のことでした。会

長から真新しいバッジをつけて頂いた新入会員（宮

内君）が・・本人のご了解を得て実名でお話ししま

す・・ スピーチをしているとき、私語がかなりあ

り雑然としておりました。直後にスピーチしたパス

ト会長の O会員がこれを強く戒めていました。新入

会員がかわいそうだと。 

そう、私たちは新しい出会いや、新しい発見を求

めて入会したのです。その入会式の自己紹介の話を

聞いていただけなかった会員はロータリーをどう

思うでしょうか？？私たちは入会時の緊張感や期

待感が、時間が経つにつれ鈍感になってしまったの

ではないでしょうか。 

点鐘の持つ意味は 

ということなのではないでしょうか？ 

これから 1年間 わたくしは “すばらしい 1時

間になりますように”と念じて点鐘することにいた

します。年度計画書の最後に書いてありますが、こ

れは私の切なる願いであります。私の意図するとこ

ろをお汲み取りいただき、皆さんのご協力を心から

お願い申し上げます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

役 員 選 任 証 書 授 与 

 

幹 事 報 告 

 

5 月理事会報告事項 

次年度会長基本方針・組織編制・事業計画・予算

案の承認 

事務局員契約更新 

名誉会員推戴の承認 

 

6 月理事会報告事項 

7 月プログラムの承認 

出席率の計算方法 

（クラブ内） 本人出席数／在籍会員数 

（地区届出）定款の定めるところによる 

 

7 月理事会報告事項 

8 月プログラムの承認 

会費徴収日の承認（前期：7月 17 日  後期：1月

15 日） 

行田市少年野球夏季大会・奇北忌俳句大会後援の

承認 

行田浮き城まつり協賛の承認 

新入会員の承認（慶野寛之 氏） 

７月の誕生祝 

 

７月誕生会員 
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代表お礼の挨拶   横田 康介会員 

 

クラブ協議会 基本方針の発表 

 

先ほどの会長の時間、颯爽と登場したつもりでし

たが、碓井も背中が丸くなったな・・と感じた人、・・・

目の錯覚ですからね。あくまでも、碓井は第１例会

に颯爽と登場した・・と記憶にとどめてください。 

先ほどの“素晴らしいロータリークラブでありた

い”の話、点鐘の話ですが、・・・ 

会長を仰せつかり、改めてロータリーとは に取り

組むときに、あまりに自分自身がロータリーについ

て無知であることに気づかされました。 

昨年からNHKでらしからぬ番組が流行っています

ね、チコちゃんに叱られる、です。 

ロータリーはなぜ点鐘で始まるのかと自問自答

し、さあ、そう決まっているからじゃん？、とか景

気づけだよ！、などと答えたところ、ぼ～と生きて

んじゃねーよ！！と叱られてしまいました。 

これからはボートしていないでよ～く検討して

一年間チコちゃんに叱られないよう頑張っていき

たいと思います。 

まず、本年度の基本方針についてお話させていた

だきます。年度計画書を参照していただきながら、

お耳を拝借したいと思います。 

スローガンは “刻を愉しむ”です。  

すべての例会を愉しみながら運営していきたい、

すべての事業の中にロータリアンで良かった、と感

じていただけるような 1年間にしていきたい、とい

う思いからのスローガンであり、1つ 1つの例会を、

時計が時を刻むように、彫刻家が彫刻を刻み込むよ

うに、丁寧に形を作り上げていく、その過程を愉し

む、そうゆうイメージであります。 

 今年度はすべての例会を担当委員会が受け持つ、

というシステムにいたしました。司会者はその委員

会から選出していただき、委員長はその例会のディ

レクターになっていただきたい、とお願いしてあり

ます。メンバーの皆様が出席意欲の湧いてくるよう

な例会が提供できるか否か、会長幹事はもとよりで

はありますが、委員会の果たす役割が非常に大きく

なってくるわけであります。 

次にプログラムであります。今年度のプログラム

の特徴は年度前半の半年間を“こころの継承”と題

して、歴史や伝統を継承している人々から経験や足

跡を学び、もって自らの人生の歩みを振り返る、先

人の築いた日本の伝統文化に触れる機会を持つ、と

いう例会を多く企画し、年度後半は“そして未来へ”

と銘打ち、夢や希望を語る人々から卓話を頂き、将

来に向けての街や子供たち、メンバー自身が前向き

になれるようなプログラムの構成にいたしました。 

継続事業としては、ロータリー文庫への図書の寄

贈、白河クラブとの児童交流、スクールバンドフェ

ステバルへの協力、市民への公開講演会の開催等、

従来通り開催したいと思います。 

それでは、本年度の例会を今の準備段階としてご

紹介したいと思います。 

１回１回の例会はそれぞれ担当する委員長さん

が思いを込めて組み立てています。 

では、7 月第 2 例会・次回の例会からご紹介いた

します。 
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 以下スライドにて紹介 

メンバーの皆さん、例会を充実させるために、そ

してロータリーを高めるために、ご協力いただけれ

ばと思います。 よろしくお願いいたします。  

 

激励の言葉 

 

碓井会長に 応援の言葉 島崎 政敏会員 

 

出席状況報告 

 

プログラム・スマイル委員会 坂田 幸彦委員長 

正会員数 ６７名 

本日の出席者 ４４名 

本日の出席率 ６５．７％ 

 

ニ コ ニ コ 報 告 

○碓井会長 

 ・１年間よろしくお願い致します。 

○古沢会員 

・碓井会長、鈴木貴大幹事 1 年間クラブを引っぱっ

て行って下さい。よろしくお願いします。 

〇大谷会員 

 ・碓井、鈴木年度の出航！がんばらせて頂きます・・・ 

〇岡田会員 

 ・碓井会長、鈴木幹事 1 年間よろしくお願いします。 

〇坂本会員 

 ・SAA としてお世話になります。 

〇福島会員 

 ・碓井、鈴木年度の船出を祝します。楽しいロータリー

にしましょう。 

〇坂田会員 

 ・碓井、鈴木年度スタートおめでとうございます。 

〇野口会員 

 ・碓井会長、鈴木幹事頑張って下さい。皆様ゴルフ委

員会も宜しくお願い致します。 

〇黒渕会員 

 ・碓井、鈴木年度の出発を祝って。 

〇小川会員 

 ・年度初めに心新たに良きロータリアンを目指す。 

〇冨田会員 

 ・碓井会長の船出を祝して。 

〇小椋会員 

 ・碓井、鈴木年度一年間頑張って下さい。応援致しま

す。 

〇鴨田会員 

 ・碓井、鈴木年度の船出をお祝い申し上げます。 

〇横田会員 

 ・碓井年度の船出を祝い、本年私も精一杯お手伝い

いたします。 

 

〇山本会員 

 ・碓井、鈴木年度スタートおめでとうございます。 

〇古澤会員 

 ・碓井、鈴木年度スタートおめでとうございます。 

〇石渡会員 

 ・碓井、鈴木年度スタートおめでとうございます。はり

きってガンバッテ下さい。 

〇湯本会員 

 ・碓井会長、鈴木幹事年度の門出を祝して。 

〇大野会員 

 ・碓井、鈴木年度の船出をお祝い申し上げます。 
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〇小山会員 

 ・碓井、鈴木両エースの登場です。会員の期待に応

えた活力あるクラブ運営を期待いたします。 

 

※本日のニコニコは 76,000 円でした。ありがとうござい

ました。 

 

 

司会 渡辺 久記会員 

 

 

 

次回の例会 ７／１２(木) １２：３０～１３：３０ アイトピア 

                                                  ガバナ－補佐訪問例会 

 


