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通算 第 1490 号
2012 年 7 月 11 日

司

会

会員数 43 名

出席 29 名

関口 隆 Ｓ.Ａ.Ａ

§ロータリーソング「奉仕の理想」

会長挨拶

荒井健次 会長

皆さんこんにちは。
第 2 回の例会です。先週は会長方針で、30 分話をする事で精一杯でした。
先週、青木ガバナー補佐より「次年度は南クラブからガバナー補佐を出すのですが、どなたですか。」
との問い合わせがありました。後日回答する事と致しましたので、指名委員会にかけ、検討したいと思
います。
上野動物園では、パンダが 25 年振りの誕生のニュースが流れていましたが、母親のシンシンが心身と
もに疲れ、子育て放棄したと報道されていました。動物も人間も同じ事があるのだと思いました。
渡良瀬遊水地が「ラムサール条約」に登録されました。ラムサール条約は、特に水鳥の生息地として、
国際的に重要な湿地に関する条約と言われています。栃木県としても大きな財産だと思います。
今月 14 日から 16 日は地区大会があります。多くの会員のご参加をお願い致します。
本日は、若月前会長、坂本前幹事の一年を振り返っての卓話がございます。よろしくお願い致します。

幹事報告

小林 裕 幹事

§地区大会 7 月 15 日(日)の参加は荒井会長・喜内会員・佐々木会員・小林幹事で午後 1 時受付となります。
16 日(月)本会議受付は午前 9 時受付となりますので、時間厳守でお願い致します。
§7 月 18 日(水)の例会は 7 月 16 日(水)地区大会の振替で休会となります。
§会費納入の件、7 月末日までに指定口座へご入金をお願い致します。

写友クラブ報告

関口隆 会員

§7 月 25 日(水)PM6:30 より板屋飯店に於いて、総会及び親睦会を開催致します。
親睦会では大手先生をお招きして、簡単なカメラの使い方、写真のワンポイント
など、いろいろ楽しく、お食事をしながらの 2 時間です。是非一度、ご参加下さい。
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山本幹夫 委員長

§荒井健次 会長 前若月会長、前坂本幹事 1 年間ご苦労様でした。
§小林 裕 幹事 トンボが舞う季節になりました。夏風邪にご注意ください。
§若月章男 会員 今日は卓話で緊張しています。気楽に話したいと思いますので、リラックスして聞いて
下さい。
§坂本昭一 会員 昨年は大変ありがとうございました。今日は 1 年を振り返っての卓話、よろしくお願い
致します。
§笠原正人会員

ほぼ、8 ヶ月振りの野球部練習に出た。たぎる血潮と情熱。バッティングピッチャーも
キャッチャーもしました。内野守備も外野守備もやりました。燃えたね～。鬼監督と監
督が欠席の中？楽しい楽しい練習に汗をかきました。

§村上芳弘 会員 荒井会長、小林幹事 2 回目の例会、頑張ってね。
§荻原英美 会員 新しい役員の方々、これから１年、頑張って下さい。期待しています。
§安齊誠一 会員 荒井会長、小林幹事これから１年、頑張って下さい。
§鈴木秀明 会員 前会長、前幹事１年間ご苦労様でした。
§藤島 拓 会員 来週の 7 月 18 日(水)に野球部の最初の試合があります。
野球部の皆様頑張りましょう。
§田口久雄 会員 今日は息子の 19 回目の誕生日です。
大っぴらに人前で一緒に酒が飲めるまであと 1 年。
待ち遠しいです。
§青木克浩 会員 若月さん坂本さん 1 年間ご苦労様でした。
§大野俊男 会員 14 日の地区大会記念ゴルフ大会に、村上さん塩田さん、山本さん、荒井さん、中野さ
んと私の 6 名で参加します。団体戦もありますので、皆様の声援をよろしくお願い致し
ます。
§山本幹夫 委員長 若月さん坂本さん、すっかり顔が変わったですね！1 年間ご苦労様でした。
§義援金として

平澤照隆会員

多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました。

今週の金額

15,000 円

会員卓話
若月 章男 直前会長
「一年を振り返って」

前年度一年間、皆様には本当にお世話になり、ありがとうございました。これも皆様のお蔭と思っ
ております。取分け、坂本幹事には大変お世話になり、心からを 10 回言っても足りない位の感謝をし
たいと思っております。坂本会員は私より年齢も上で、青年会議所の先輩であります。そもそも私が
会長をお引き受けする時も、坂本会員の「私が幹事をやるから会長を引き受けてくれ」の一言でした。
これからは先輩としてお付き合いさせて戴きます。
1 年間の中で、
私にとっての一番大きな出来事は 3 月 11 日の大震災です。
3 月 13 日にペッツを控え、
その後、
何を行うかを決めようと思っていた矢先の出来事で、
ペッツは 5 月 15 日に変更となりました。
4 月 11 日私の誕生日に日に山本前会長より、亘理ロータリークラブへ行く話を伺いました。前日に長
靴を用意し、亘理に行きました。亘理町の庁舎はプレハブで業務を行っておりました。
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山元町はテントが張ってあり、被災者が避難している場所でした。亘理ロータリークラブの方が、
其々の町長を紹介して下さいました。その後、亘理ロータリークラブに寄付する事となりました。山
本年度の引き継ぎとして、私の年度でもファイブ・フォー・ワンで亘理に支援活動としてＴシャツを
支援致しました。10 月 23 日商工会主催のイベントに持って行き、大変喜んで戴きました。ここに至
るまでに色々な事がありましたが、高校生地元の方々がＴシャツを着て動き回っている姿を見て、や
はり奉仕はこうした時に喜びとして返って来るものだと思い、これがロータリーの奉仕の精神だと感
じました。私の年度の前半は大震災とファイブ・フォー・ワンに時間を費やしました。
創立 30 周年記念式典に際しては、皆様の御協力により立派に開催できたと思っております。取分け
一番ご苦労をお掛けしたのが、田島実行幹事です。亘理ロータリークラブの方々もご招待して、初代
会長の大塚様のご子息様の講演も戴き素晴らしい式典になったと思います。
久しぶりの親睦旅行があり、多くの皆様に参加戴き、楽しい企画に感謝致します。市内 9 クラブゴ
ルフ大会では、ホストとして皆様に早朝よりご協力戴きました。最後にＧＳＥの対応では、坂井会員
の肝煎りで音羽香菜さんに通訳をお願いし、スムーズな対応が出来ました。
この 1 年間、皆様のお世話になり、貴重な体験をさせて戴きました。これからは一会員としてクラ
ブの為に頑張って行きたいと思っております。1 年間ありがとうございました。

会員卓話
坂本 昭一 直前幹事
「一年を振り返って」

若月会長の指示の下、会員の皆様方には大変お世話になりました。多々至らぬ事がございましたが、
皆様の御協力を戴き、この 1 年間を過ごす事が出来ました。本当にありがとうございました。
会長の女房役としてあくまでも会長の方針に従い、
「楽しい有意義な例会」
「委員会活動の充実」
「趣
味の会の充実した親睦」と掲げた会長方針に従い、私としてやるべきことは何かと考え、まず自分自
身を見詰め直し、実践しなければ実行は出来ない。活性化もできないという解釈の下に行動しなけれ
ばいけない。また、この場を借りて強くならなければならないと、身をもって感じました。今まで体
験できなかった事を、この 1 年間で体験できたことは、大変貴重な財産になったと思います。
幹事の職務として、RI ガバナー事務所への出席報告で事務局とのコンタクトを取りながら行いまし
た。半期報告書の提出や、その他の報告がありましたが、一番大切な現況報告書の作成に時間を費や
す事が多くありました。定款を改定するに当たり、何度も読み返しました。特に、3 年に一度の大き
な改正に付きましては、若月会長と何十回もディスカッションしました。
会長方針の中に「委員会活動の充実」がありますが、例会とは別に 16 の委員会を開催致しました。
この中で、印象に残った事は、
「ロータリーとは何かから始まり、今の時代に求められているロータリ
ーの使命とは何かに付いて問う」に対し、各委員会の意見交換や情報交換をする事ができ、大変有意
義でした。親睦等は、烏山の梁にバスで行き楽しい 1 日を過ごす事が出来ました。東北方面の一泊旅
行では、会員同士が思いやりの心でより親しく交わる事ができました。市内 9 クラブゴルフ大会が当
クラブがホストで開催され、約 90 名の参加の下、成功裡に終わった事は南クラブの団結と実行力を感
じました。
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一番大きな行事として、2 月 18 日に創立 30 周年記念式典が開催され、1 年前から準備を進め、実行
委員会の大変効率の良い会議や準備等、当日の式典は大変素晴らしいと他クラブの会長幹事より、お
褒めの言葉を戴きました。私は、南クラブの会員で良かったとつくづく思う毎日です。
機能するクラブとは、ロータリーの綱領に従い、きちんと行われる例会の中で奉仕の理想を研鑽し、
其々の職業理念を高めながら地域社会に対する奉仕活動等の実践活動に取り組みました。清掃奉仕活
動や高砂荘の散髪奉仕等で、これはロータリアンのイメージを高め、人々の幸せや平和に少しでも貢
献に努める事だと思います。会員と一緒に考え行動し、奉仕活動が出来る喜びは他にはありません。
知恵を出し合い、出会いが自分自身を広く開かれるのです。人間がどんなに努力しても、情報網が発
達しても、世の中から知らない事がなくなる事はありません。自分を高める努力は永遠に続けなけれ
ばならないと思います。友人を求めるには普段の努力が必要であり、その手段の一つにロータリーク
ラブがあると思っております。自分が謙虚になればなる程、多くの自覚が与えられました。
会員増強に付いては減より増える要因を考える方が当然で、ロータリアン全ての職業は他人の為の
職業だと思います。その職業を代表する人が、利益を集め情熱を持って他人の為に努力する事が、職業
奉仕の一つの考え方だと確信しております。
当クラブが東北大震災の復興に亘理ロータリークラブの支援を致しました。「亘理とことん商人まつ
り」にＴシャツを作成し行って参りました。亘理町の約 60％の面積が津波で浸水し、壊滅的な様相を目
の当たりにして大変驚きました。早く復興できればよいと思いました。当クラブの皆様からから多大な
義援金を戴きました事も感謝しております。
ＧＳＥでは雨天の為に、サンバレーの温泉にスケジュールを変更しました。ＧＳＥメンバーの皆様は
温泉に入って大変リラックスできたと帰りの車中で喜んでいました。
柴田会員と塩山会員がお亡くなりになられた事が大変残念でなりません。
「光陰矢のごとし」という言葉がありますが、私にとってこの 1 年は今までに無い位、長い 1 年であ
りました。皆様の御協力に感謝申し上げます。ありがとうございました。

出席報告

若林博純 出席委長

会員数

43 名

前々回 6 月 27 日

出席数

29 名

訂正率 100％

欠席数

14 名

出席率

66.67％

7 月 18 日(水)

次々回例会

休会
16 日(月)地区大会に振替

25 日(水)

クラブアッセンブリー

