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2019-20 年度 RI 会長：マーク・ダニエル・マローニー／ ガバナー：鈴木秀憲／会長：小椋 剛／ 幹事：野口一信 

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

 

第２５９０回 １１月第１例会 １１月７日（木） 

[  通常例会・姉妹クラブ調印式  ] 

●点鐘 小椋 剛 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 小椋 剛 会長 

●幹事報告 野口一信 幹事 

●委員会報告 

●ロータリーの友読みどころ紹介 

●卓話（白河 RC 会長エレクト 佐藤 様） 

●出席奨励・スマイル委員会 

●点鐘 小椋 剛 会長 

 

 

点 鐘  

 

会 長 の 時 間  

 
小椋会長 

 皆さんこんにちは、前回の１０月２５日の例会は、

台北城中ロータリークラブの皆様の来訪に伴い、プロ

グラムを変更し例会として歓迎懇親会を開催しまし

た。大谷姉妹クラブ委員長はじめ、姉妹クラブ委員会

の皆様お疲れ様でした。また、倉持親睦委員長、懇親

会での司会ご苦労様でした。 

 本日は、姉妹クラブであります白河ロータリークラ

ブより、田代会長はじめ６名の皆様に来訪いただきま

した。白河ロータリークラブの皆様ようこそ行田へ、

心より歓迎いたします。また、１０月２９日に白河を

訪問した折には、歓迎頂き大変お世話になりました。

佐藤厚潮会長エレクト卓話よろしくお願い致します。 

 白河ロータリークラブと行田ロータリークラブと

の交流のきっかけは、江戸時代の文政６年(１８２３

年)に忍藩主阿部正権（まさのり）を白河へ、白河藩

主松平定永（さだなが）を桑名へ、桑名藩主松平忠堯

（ただたか）を忍へ転封した三方領地替えという歴史

的な背景により、行田市・白河市・桑名市の三市は姉

妹都市となっております。その関係で、平成１０年６

月６日に白河 RC 創立４０周年式典の際、友好クラブ

を締結。翌年、平成１１年５月２０日に姉妹クラブが

締結されました。友好クラブ締結時の会長が,白河ク

ラブが今日お出でいただいている鈴木邦典パストガ

バナー、行田クラブが退会されました諸貫さんでした。

また、姉妹クラブ締結時の会長が、白河クラブが大槻

様、行田クラブが小山パスト会長でした。両クラブの
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交流事業として、白河第一小と行田中央小の児童交流、

交換卓話、親睦ゴルフ大会の開催などが行われ交流を

深め、今日に至っております。残念なご報告ですが、

交流事業として行われてきました、児童交流は働き方

改革により、教育委員会より、休日の教員の随行はあ

まり好ましくないとの理由で中止することになりま

した。また違う形で交流を深めたいと思いますので白

河クラブの皆様宜しくお願いいたします。尚、姉妹ク

ラブ締結以後３年ごとに、姉妹クラブ締結自動延長覚

書調印式を行っております。本年がちょうどその年に

当たります。本日この後調印式をおこないますので、

宜しくお願い致します。 

 以上、会長の時間挨拶とさせていただきます。あり

がとうございました。 

 

 

白河 RC 田代会長挨拶 

 皆様こんにちは。本年度 62代になりますが白河 RC 

会長を仰せつかりました田代です。宜しくお願い致し

ます。本日は私含めて 6名でお邪魔させていただきま

した。本年度の活動目標は「ロータリーはひとづくり」 

…クラブでリーダーシップを発揮できる人を育てる

ことが狙いです。時代の変化とともに、ロータリーの

在り方も変わっていっております。ですから、将来を

担う人を今から考え、いろいろな事業に参加してもら

い育ってもらうことを、今年度に限らず続けていって

ほしいと思っています。それから、今年度国際ロータ

リー マローニー会長のテーマは「ロータリーは世界

をつなぐ」となっております。ロータリーの礎は“つ

ながり”である。ということに由来するそうですが、 

地域社会とのつながり、家族とのつながり、ロータリ

ークラブ間でのつながり、そういうのも大切にしてい

きたいと考えております。本年度、小椋会長の活動目

標というのは、「共生」という命題のもとに地域に根

差した社会奉仕、特に災害防止に力を入れたいという

ことで、まさに時代をとらえたテーマだと思って感服

しております。 

小椋会長、野口幹事の今後のご活躍をご期待申し上げ

て、私のご挨拶とさせていただきます。 

 本日はよろしくお願いいたします。ありがとうござ

いました。 

 

 

幹 事 報 告  

 

野口幹事 

・白河 RCの皆様からお土産を頂戴いたしました。 

 ありがとうございます。 

・本日 11月度定例理事会が開催されました。 

（審議事項＝5件  アイトピアにて） 

① 前回議事録承認の件 

② 12 月プログラム承認の件 

(クリスマス例会、スクールバンドフェスティバル) 

③ 行田市菊花展協賛の件 

④ 会長ノミニーの件(横田会員) 

⑤ 白河 RC 調印式調印の件 

以上全て承認されました。 

・受付に前回の台北城中 RC より頂戴したネクタイが 

 ありますのでお持ち帰りください。 

・本日、白川 RC の方々との懇親会を魚豊で午後４時 

 ３０分より開催いたします。 
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委 員 会 報 告  

 

親睦委員会 倉持委員長 

 皆さんこんにちは。連絡です。来週、移動例会が 

１１月１４日(木)開催予定です。 

奥高尾で紅葉見学、うかい鳥山で懇親会です。 

１０：２０行田バスターミナル集合、１０：３０出発、

２１：２０行田着 

時間厳守でお願いします。 

 

 

ロータリーの友読みどころ紹介 

 
小林群司委員長 

11 月はロータリー財団月間です。 

P.12,13・・ロータリー財団に寄付する理由 

P.58・・石橋を叩けば渡れない。      寄付す

る事。新しいことをやる時はまずやってみようの気持

ちが大切 

p.11 と背表紙・・アーチ・クランフ氏がロータリー財

団創始者 

11/5 を含む一週間を世界インターアクト週間 

P.14・・インターアクトクラブとはについて記載され

ています。 

P.19・・ゆるぎない友情＝ロータリー日韓親善会議 

P.32・・ロータリーの友電子版があります。2014 年ま

で遡って読むことができます。 

P.42・・2020 年国際ロータリー年次大会はホノルルで 

開催されます。 

P.57・・俳壇に日高 RC2 名、柳壇に熊谷籠原 RC の方

の掲載があります。 

（上記ページ表記はすべて横書きページでの表示） 

 

 

 

誕 生 祝 い 

栗又会員、島崎会員、宮内会員、鈴木貴大会員 

本日は皆様欠席ですので、お祝い写真はございません。 

 

皆様、おめでとうございます。 

 

 

 

 

姉 妹 ク ラ ブ 調 印 式 

 

 

白河 RC との姉妹クラブ調印を行いました 
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卓  話 

 

白河 RC 会長エレクト 佐藤 厚潮 様 

〈佐藤様略歴紹介〉 

 昭和 34年 8月生まれ 

 大学卒業後、中国へ 2度留学、帰国後宇都宮市内の 

日本語学校に勤務、2011 年独立し新白河国際教育学院 

を設立、2013 年 7 月白河 RC 入会、2016 年幹事、現在

に至る 

 佐藤様が学院長である日本語学校のプロモーショ

ンビデオを見ながら留学生、学校の様子をご説明いた

だきました。（内容は以下のような内容でした） 

学生の募集は中国やネパールなど現地に行ってビ

デオを見せながらおこなっています。現在は福島の放

射能の影響を心配して中国人留学生はゼロに近く、ベ

トナム、ネパール、モンゴルなどの学生が多いです。 

私が、なぜ大学卒業後に中国へ留学をしようと考え

たかについてですが、東亜同文書院という上海にある

学校の理念に触発されたことが理由で、この理念は東

アジアという「同じ文化圏で同じ教育、同じ言葉を勉

強することで互いを理解しあえる」であろうという考

えであり、是非自分も勉強してみたいと感じたことか

らでした。 

私の日本語学校の設立は２０１１年の震災直後で

外国の人達は福島から一斉にいなくなってしましま

した。そのようなどん底からのスタートとなりました。 

言葉は文化の入り口であり、その国が世界に影響力

を持つためには、「その国の言語を普及させること」

という考えが、当時、中国、韓国、日本などで同じよ

うにありました。自国の言語を広める学校としては 

中国語は孔子学院、韓国語は世宗学院などがそうです。 

このような各国の動きから、国の背策として日本でも

日本語教育推進基本法が成立しました。そのような世

の中の環境の変化と共に、どん底からスタートした学

校も定員６０名から８０名に増やすところまでにな

りました。これからますます日本語学校が必要になっ

てくると思います。日本に来たいという学生がまだま

だいますし、そういう人たちが日本に来て良かったと

思ってもらいたいです。留学生というのはその国の代

表とみられ、しかもその国の人達が日本との関係をよ

くするには一人一人がそのような自覚が必要だと思

いますし、留学生がきちっと学業を行う事で評価が高

まればその国と日本が安定したつながりができると

言うのも昔から言われていることですので、私はその

使命を感じて日本語学校を続けてまいりたいと思い

ます。つたない話ですが、本日はありがとうございま

した。  

 

 

出 席 状 況 報 告 

 

T 正会員数 64 名 

P 本日の出席者 35 名 

本日の出席率 55％ 

 

 

ニ コ ニ コ 報 告 

○白河 RC 田代行孝会長 

  ・本日は交換卓話例会と姉妹クラブ締結式に参加の為来 

   来訪させていただきました。どうぞよろしくお願いいたし 

   ます。 

○白河 RC 草野好夫幹事 

  ・今日は久し振りに来ました。いつもお世話になっており 

   ます。 

○白河 RC 佐藤厚潮会長エレクト 

  ・本日は交換卓話の機会を与えていただきましてありがと 

   うございます。来期もよろしくお願いします。 

○白河 RC 近藤幸二郎会長ノミニー 

  ・行田の皆さん今日はお世話になります。私にとって行田 

   は初めての地ですので宜しくお願いします。 

○白河 RC 鈴木邦典パストガバナー 

  ・間もなく２０年となります貴 RC との姉妹関係。これからも 

   永くお付き合いしてゆきましょう。 
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○白河 RC 鈴木和昭プログラム委員長 

  ・久しぶりにメーキャップさせていただきます。今後ともよろ 

   しくお願い致します。 

○小椋会長 

  ・白河 RC の皆様ようこそ行田へ、歓迎いたします。  

○野口幹事 

  ・白河 RC の皆様、行田へようこそ、先日はお世話になりま 

   した。 

○小林副会長 

  ・白河 RC の皆様ようこそ行田へ、心待ちにしていました。 

○小沢副会長 

  ・白河 RC の皆さん、本日ようこそ、又白河に行きたいと思 

   います。 

○小山会員 

  ・白河 RC の皆様、ようこそおいで下さいました。心より歓 

   迎申し上げます。 

○小川会員 

  ・商工会議所会頭を退任いたしました。クラブメンバーの 

   力強い御支援に感謝 

○小川会員 

  ・地区大会迄あと１６３日、会員が力を合わせ成功させよう 

 

 

○山本憲作会員 

  ・白河 RC の皆様ようこそお越しくださいましてありがとう 

   ございます。心より歓迎申し上げます。 

○湯本会員 

  ・ドローンの免許取りました。１２人目の孫が生まれました。 

○蔭山会員 

  ・１０月２６日、ようやく娘が結婚してくれました。ちなみに 

   苗字は蔭山のままです。（つまり婿さんです） 

○蔭山会員 

  ・白河 RC の皆さんようこそ行田ロータリーへ！また夜にお 

   会いしましょう。 

○大野会員 

  ・田代会長はじめ白河 RC の皆様ようこそいらっしゃいまし 

   た。歓迎致します。 

○大野会員 

  ・公益財団法人日本デザイン振興会様より地域コミュニ 

   ティー部門でのグッドデザイン賞を受賞することができま 

   した。ありがとうございます。 

○大谷会員 

  ・白河 RC の皆さんようこそ行田へ！また、先日はごちそう 

   になりありがとうございました。本日は是非楽しんで行っ 

   て下さい。 

○石渡会員 

  ・白河 RC の皆さんようこそおいで下さいました。鈴木前会 

   長お元気になられてご苦労様です。 

 

 

 

※本日のニコニコは 45,000 円でした。 

ありがとうございました。 

 

 

 

司会 黒田会員 

 

 


