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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２５４１回 ７月第４例会 ７月２６日（木） 

[  ガバナ－公式訪問例会  ] 

●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 

●来訪者紹介 

●会長の時間 碓井勝也 会長 

 

●幹事報告 鈴木貴大 幹事 

●委員会報告 

●ガバナ－公式訪問 卓話 

●プログラム・スマイル委員会 

●点鐘 碓井勝也 会長 

 

点 鐘 

 

来訪者紹介 

 

 

国際ロータリ-第２570 地区ガバナ－     茂木 正様 

地区第 5 グループガバナ－補佐        國分忠志様

地区クラブ奉仕部門公共イメージ副委員長 井上博司様  

地区大会実行委員長              佐藤賀則様 

 

 

会 長 の 時 間 

 

皆さんこんにちは。 

猛暑の中、茂木正ガバナー、ようこそ行田ロータリ

ークラブにお越しくださいました。また、第 5 グルー

プの國分忠志ガバナー補佐、先日に引き続きよう

こそお越しくださいました。さらには地区クラブ奉仕

部門公共イメージ副委員長井上博司様 そして、

本庄ロータリークラブ、地区大会実行委員長佐藤
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賀則（よしのり）様、ようこそ行田へ、歓迎いたしま

す。茂木ガバナーにおかれましては、急な就任の

いきさつからも、本当にお忙しい中、走りながら考

える状態でありましょうが、ここ行田の雰囲気も 味

わっていっていただければと思います。 

 茂木ガバナーは地区テーマを“思いを繋ぎ地域

と国の発展に奉仕する”と掲げました。  RI 会長

テーマは “インスピレーションになろう”です。 

 行田ロータリークラブの今年度のテーマは 刻を

愉しむ なのですが、これが RI、そして地区テー

マとどう整合するのか？少し考え方を申し述べます。 

 刻を愉しむは 第 1 例会で申し述べた通り 1 回

1 回の例会を委員会と共に 時を刻むように愉しも

う、という意味ですが、同時に 直接書いてはありま

せんが、年度前半の方針を“心の継承”として様々

な思いを受け継ぎ、年度後半には“そして未来へ”

と銘打って未来志向の例会を企画しよう、と説明し

ました。これこそ ガバナー方針に沿った考え方か

な、と思っております。 

 同時に サブタイトル、“出れば旅の空”も RI 会

長方針 “インスピレーションになろう”と比較しても、 

なんのこっちゃ？ という所がまさにぴったりで、感

じていただきたい、と申し上げているとおりでありま

す。こう考えると、なんと地区テーマや、RI 会長テ

ーマに寄り添ったクラブテーマであろうかと思えて

くるから不思議です。    

どうも最初に考えた時より こうやって後付け説明

するほうが難しいものですね！ 

伊予の国 松山に訪れた話を 2 回致しましたが、

今回最後、3 回目の話です。伊予松山と言えば、

皆さんご存知の通り、司馬遼太郎の、“春や昔 十

五万石の 城下かな” で始まる小説、坂の上の雲 

の主人公の出身地ですね。兄、秋山好古 弟、秋

山真之であります。  

坂の上の雲ミュージアムがありましたので見学し

てきました。安藤忠雄氏の斬新な設計で、内部も

いたるところに私の理解を超えるデザインがあり、

坂の上の雲 を十分に愉しむことが出来ました。 

二人の兄弟の生まれた家というのを見学してき

ました。昔の普通の中くらいの家、という感じで、庭

には二人の銅像があり、明治という時代に生まれ、

富国強兵下に活躍して、坂の上の雲を目指した二

人とは、こんな感じだったのか・・・・との思いを新た

にしました。 

そこで、お土産を売っていました。秋山兄弟の書を 

手ぬぐいにしたものでした。 

陸軍で騎兵隊を率いたお兄さんは “天地無私”、 

海軍で東郷平八郎のもと バルチック艦隊を壊滅

した作戦を練った弟 秋山真之は “熟慮断行” 

と書いてありました。 

 茂木ガバナーのお話は ペッツで 1 回 地区協

議会で 1 回 都合 2 回拝聴いたしました。これから 

卓話をただくわけですが 今までのお話を聞いた

限りでは、どう考えても茂木ガバナーは 愛国者で

あり、海軍であり 海ゆかば の世界でありま

す。・・・ 

公式訪問の手引きに お土産はいらない と書

いてありましたので、最初にプレゼントをしてしまい

ます。  先ほどの“熟慮断行” です。 

 ガバナー補佐には 天地無私 をお送りいたしま

す。 

地区大会の開催、などのお話も出ると思います

が、存分に 1 年間の思いを語っていただければと

思います。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 
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幹 事 報 告 

 

        鈴木貴大 幹事 

委 員 会 報 告 

 

ゴルフ委員会 野口委員長 

 

 

博物館友の会 永島会員 

 

 

 

 

卓     話 

 

茂木 正 ガバナ－ 

  

私達はそれぞれの地域に産まれ、育まれて生

きて今日の生活が有ります。 

どんな人も、地域はもちろん世界に対して善い

ことをしたいと言う願望の様なものがあると思いま

す。仕事や事業は叶っていてもどこかで社会に善

いことをしたい、後々までも残るような善いことをし

たいと言う思いがあるはずです。  

 私達はいったい何をするために産まれてきたの

でしょうか、私達の生まれてきた本当の使命はなん

なのでしょうか？私はこの体に受け継がれている、

親祖先、先人皆様からの想いを引き受け、更に発

展させて次の時代へ繋ぎ引き渡すことだと考えて

います。 

 それこそが『想いを繋ぎ地域と国の発展に奉仕

する』と云う事です。 

 これからの様々なロータリ-の活動を通してこの想

いを実践実現して参りたいと強く願っています。   

 

・平成３１年４月１３、１４日 地区大会が本庄に

て行われます。 

テ－マは、「想いをかたちに」です。 

・平成３１年２月下旬 パラオに医師団や看護師

の方々を派遣します。 

・平成３１年６月１日から ドイツのハンブルグで

国際大会がございます。 

 

 



4 
 

出席状況報告 

プログラム・スマイル委員会 坂田 委員長 

 

正会員数 ６７名 

本日の出席者 ３９名 

本日の出席率 ５８．２％ 

 

ニ コ ニ コ 報 告 

○行田さくら RC クラブ奉仕委員会 井上博司様 

 ・碓井会長、鈴木幹事そして行田 RC の皆様 例会場が

私共さくら RC と同じですので日頃は何かと大変御世話

に成っております事をこの場をお借りしまして御礼申し

上げます。尚本日は茂木ガバナーと同行させて頂きま

したが、お世話になります。 

○碓井会長 

 ・茂木正ガバナー ようこそ行田クラブへ 

○鈴木幹事 

 ・中学３年の息子が県陸上大会で３位に入賞し、関

東大会への出場となりました。 

全国大会まで届けば良いなと思っています。 

〇小山会員 

 ・茂木 正ガバナーようこそ行田へ。急に涼しくな

りました。茂木ガバナーのお陰でしょうか。ありが

とうございます。 

○古澤憲雄会員 

 ・茂木ガバナー久しぶりです。ようこそ行田 RCお

こしくれました。ありがとうございます。 

○柿沼会員 

 ・ご会葬いただきありがとうございました。 

 

※本日のニコニコは 13,000 円でした。ありがとうご

ざいました。 

 

 

司会 小池 会員 

 

 

※この日は、例会に先立ちガバナ－と新入会員（入会５年

未満）の懇談会が行われました。また、例会後にはガバナ

－への委員長による今年度事業計画説明が行われました。 

 

 

 

次回の例会 ８／９(木) １２：３０～１３：３０ アイトピア 

         卓話例会（美しい地球の継承） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


