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2022-23RI 会長：ジェニファーE.ジョーンズ ガバナー：村田貴紀  会長：岡田則之/幹事：坂田幸彦  例会日：木曜日

午後 12:00 開会会場：ホテルガーデンパレス熊谷  編集・発行：クラブ会報委員会  委員長：宮内和広   

第１４回（第２６７６回） ２０２２年 １１月第１例会 １１月１０日（木） 

[  白河 RC 交換卓話 ] 

白河 RC 菊池俊一郎 会長エレクト様 

●点鐘 / 岡田則之 会長 

●国歌/ロータリーソング/四つのテスト 唱和 

●会長の時間 / 岡田則之 会長 

●幹事報告 / 坂田幸彦 幹事 

●１１月誕生祝い 

●Rの友読み処紹介 / 園部会員 

●交換卓話 / 菊池俊一郎 会長エレクト 

●謝辞 / 岡田則之 会長 

●出席状況・ニコニコ報告 / 会員 

●点鐘 岡田則之 会長 

 司会進行：倉持 好二郎会員 

 

 〇点 鐘  岡田会長 

   会長の時間 / 岡田会長   

皆さんこんにちは  先ずは、ご報告ですが 11月 3日の文化の日に行田市において市

制 73周年・文化の日記念式典おいて公益のために多額の金品を寄附された団体とし

て感謝状を市長より直接頂きました。昨年度の事業の「たびりん号」におけるものであ

ると思います。また、今月号の「市報ぎょうだ」には図書の寄贈に関しての記事と写真

が掲載されていましたのでご報告いたします 

さて、本日は白河ロータリークラブ渡辺会長様、仁平幹事様、菊池会長エレクト様、原

副幹事様をお迎えして毎年行われております相互交流の一環で菊池会長エレクト様に

卓話をお願い致しております。  

 行田と白河の交流が始まったのは文政 6年（1823年）忍藩主阿部家が白河へ白河

藩主松平越中守家が桑名へ桑名藩主松平下総守家が忍へ転封となる三方領地替え

が行われました。 この転封がきっかけとなって行田・桑名・白河市は平成 10年友好都市を締結しました。そこで、我が行田ロ

ータリークラブのパスト会長であられます渡辺パスト会長が白河のロータリークラブとの姉妹クラブを模索しました。「参考に各

テーブルに渡辺パスト会長様から提供頂きました資料を配布させて頂きましたのでご一読ください。」 

  平成 10年６月 6日に白河市で開催された白河ロータリークラブ創立 40周年式典の際、行田・白河ロータリークラブの友好

ロータリークラブを締結いたしました。そして、翌年平成 11年 5月 20日に行田市において行田・白河ロータリークラブの姉妹

ロータリークラブ締結式が行われました。いろいろな交流を深めながらひとつの事業として児童交流を始めました。行田市の中

央小学校と白河市の第一小学校との交流事業は 2019年まで行われていました。しかしながら、世の中の変化の一つである 

「働き方改革」という一つのキーワードにより、土日の学校の先生方の活動がある程度規制されてしまいました。そして、この児

童交流事業も 今現在は中止となっております。私は小沢年度、大野年度の児童交流事業を 2年続けてこの事業の推進をし

て参りました。本来であれば本年度私の年度では大いにやりたかった事業でございますが残念ながらそれは今はかないませ
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ん。本来の姉妹 ロータリークラブの意義としては相互の交流を通してメンバー同士の交流、そして新しい交流事業を模索する

ことが今後必要となってくるのではないでしょうか。是非色々な場面で白河の人たちと交流を図っていきたいなというふうに考

えております。ところで前にも話したことがあるかもしれませんけども児童交流が始まった時、私が中央小学校の PTA会長で

ございました。今は亡き小山博パスト会長、永島パスト会長のお二人が中央小学校の校長室でこの事業の素晴らしさを説明し

ていたことが昨日のように感じます。残念ながらこのお二人の会員さんはお亡くなりになりましたけども、このような先輩方の努

力によって白河と行田の繋がりが今でも続いているのかなあと思います。 

  本日は会長エレクト菊池様の卓話でございます。聞くところによりますとゴルフが大変上手だということで行田ロータリークラ

ブも今年度会長エレクトの坂本会員もゴルフが大好きでございます。そんな関係で来年のことを言うと鬼が笑ってしまうけども

何かゴルフによる交流があるのではないかと期待をしています。白河ロータリークラブと行田ロータリークラブの今後の交流発

展を願い会長の時間とさせて頂きます。 

 ありがとうございました。  

 

  幹事報告 / 坂田幹事 

  

 

１） 行田ロータリークラブ会長杯争奪少年サッカー大会後援の御礼が届きました。 

２） 白河ロータリークラブの皆さまよりおみやげを頂戴いたしました。 

３）11月定例理事会の報告 

４）12月 1日は年次総会です 

５）12月 15日はクリスマス例会で会場はガーデンパレスです 

６）12月 22日は忘年会で会場は富士見です 

７）本日の理事会 2024-2025年度会長ノミニーに大谷純一会員が推薦されました。 

 

 

 

 

１１月誕生祝い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

              １１月誕生祝い/島崎会員、大石会員、鈴木貴大会員、宮内会員 

                              『おめでとうございます！』 
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「ロータリーの友」読みどころ紹介 / 園部会員 

 

横書き 5ページ   ＲＩ会長 ジェニファー・ジョーンズさんの言葉に 

「心を込めてロータリーのストーリーを共有しよう」とあります。「イマジン・ロータリー」といわれても、何やら大変に難しいことの

ように思うかもしれません。しかし、核となるのは本当にちょっとしたことで、個人的なものであります。ロータリー会員は自分た

ちの奉仕活動を黙ってするべきだと考えられていたのは、今や昔の話。 

【謙虚さは美徳であり、私たちは謙虚であり続けるべきです。】 

しかし、ロータリーのストーリーを発信しないというのは勿体ないこと。ロータリーモメントを共有することにより、他の人にも寛大

になり、ロータリーのインパクトを理解してもらう機会をあたえることになります。そして、今後数か月以内にこのコラムは、ロー

タリーの会員の皆様のコーナーになる予定と紹介されています。ロータリーの多様性、公平さ、インクルージョンに関する個人

的なストーリーの体験談を積極的に発信してもらうのが、今から楽しみにしているとＲＣ会長が話しています。 

横書き 6ページ 

ロータリーの誕生とその成長 

日本のロータリーについて記述されています。一読ください。 

横書き 7ページ 

特集ロータリー財団月間   大規模プログラム補助金 

この補助金は、重点分野において成果を挙げている奉仕プロジェクトに対し、範囲、インパクト、持続可能性に基づいて評価を

行い、毎年一口 200 万ドルの補助金を授与しているものです。今回の特集は、ナイジェリアでのプロジェクト「ナイジェリアの家

族の健康に寄り添う」は女性の基本的ニーズに焦点を当てた家庭を支援する紹介があります。 

ナイジェリアでは、母子の健康を向上させる実践の場として、現在、世界の妊産婦死亡の 23％、新生児死亡の 11％を占めて

います。ナイジェリアほどふさわしいところは無いと大規模プログラム補助金担当者は言います。 

横書き 11ページ 

大規模プログラムに挑戦しませんか？の紹介があります。 

縦書き 4ページ 

人との出会い 人とのつながり 

麗澤大学前学長・元ロータリー財団奨学生 中山理さんの記事がのっています。 

中山さんは、麗澤大学の学長であった 12 年間に国内外で多くの出会いを重ね、多くのことを学びました。人生には、いろいろ

なことがあると紹介しています。 

中でもベトナム体験で、【日本はベトナムのロールモデル】ということを知った経験のなかのお話に第 2 次世界大戦が終わって

も、ベトナムは苦難の時代が続き、その 10 年後にベトナム戦争が始まり、国土は根こそぎ破壊されました。そこで日本はどう

やって敗戦から立ち直ったのか、そのノウハウを教えて貰いたいという彼らの切実な願いがありました。 

そして、様々な視点からの回答の一つに第二次世界大戦を経ても生き残っている日本の長寿企業を紹介したとあります。 

日本は、当時から【企業の社会的責任】を果たし、道徳と経済を一体と考えた企業活動を進めていて、単にモノを売るだけでな

く倫理的な物差し、教訓、家訓というものを持つ企業としての活動は、たとえ世界レベルの敗戦を経験しても復興が可能と紹介

しました。まさにサスティナブル・デベロップメントの実例により世界の中で、操業 200 年以上の企業が一番多いのも実は日本

で、2010年代は、3000社を超えました。実に喜ばしいことで先人の知恵に改めて感心させられました。 
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交換卓話 

 

 白河 RC 菊池俊一郎 会長エレクト様 

1951年 7月 18日生まれ （満 72歳） 

平成 20年 6月 10日入会 

・白河ロータリーには、当時の会長から白河はゴルフが弱いので入会

して欲しいとのお誘いにより入会した。 

［生業］ 

・水産物の卸売り（白河農産物市場） 

［性格］ 

・イエスまたはノーを持ちまごまごするのが嫌いです。 

［業界用語の話］ 

  魚が美味い      魚が少なくて儲かりません 

  自然の恵み      命の力になると思う 

  兄貴から出せよ    古いものから出せ 

  止まんねぇよ     良く売れる 

  馬鹿野郎       美味かった 

  福神漬け       主役になれない 

  アメリカのお母さん 今日ってマーマーです  

 

日本の文化を大切にし、季節の魚を食べて欲しい 

白河かつおを 365日食べる地域での赤身が美味しい 

 

                

 

出席・ニコニコ報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席・ニコニコ 松本委員長 

 

〇白河RC渡辺会長/本日はお世話になります。坂本会長エ

レクト様白河でお待ちしております。 

〇白河ＲＣ仁平幹事/今日はお招き頂き有難うございます。

素晴らしい例会でした。 

〇白河 RC 原副幹事/今日はお招き頂き有難うございます。

今後とも宜しくお願い致します。 

〇白河 RC 菊池会長エレクト/今日は歓迎有難うございまし

た。来年度宜しくお願い致します。 

 

                                                                                                                                  

〇岡田会長/ 渡辺会長をはじめとする白河 RC の皆様よう

こそ歓迎いたします。 

〇坂田幹事/白河 RCの皆様ようこそ行田へ 

〇坂本研一会員/白河 RCの皆様本日はようこそ行田へ 

〇富田会員/白河 RCの皆様本日は宜しくお願い致します 

〇福島会員/白河 RCの皆様ようこそご来訪頂きました 

11/3に文化財審議委員として表彰されました。 

〇小松会員/白河 RCの皆様ようこそ行田へ 

〇小林一好会員/白河 RCの皆様ようこそ行田へ 

〇小池会員/白河 RCの皆様ようこそお越しくださいました。 

〇大谷会員/会長ノミニー理事会承認有難うございます。 

〇大石会員/節目の歳になりました。人生折り返し頑張りま

す。 

 

 

      ≪本日の司会進行≫ 

        倉持 好二郎会員 

 

 

出席状況報告 

正会員数 ５８ 名 

参加者   ３２ 名 

出席率  ５５．２％ 

ニコニコ報告 

２８，０００円 
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 副幹 

 

 

 

 

 

                          白河ロータリークラブ御一行様 来訪記念 

 

   白河 RC来訪者メンバー 渡辺友彦 会長 / 仁平賢司 幹事 / 原 芳之 副幹事 / 菊池俊一郎 会長エレクト 

                                                                       （敬称略） 


