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第４２９回 歴代会長のイニシエーションスピーチ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

会長 山口 茂 
 
皆さん今晩は。 
 今日はロータリーの友より、抜粋してロータリー

の誕生と現在までを少し話したいと思います。 
 ２０世紀初頭のシカゴは、社会経済の発展の陰で、

商業道徳の欠如が多く、その時、事務所を構えてい

た青年弁護士ポールハリスは、この風潮に堪えかね、

友人３人と語らって、お互いに信頼の出来る公正な

取引をし、仕事上の付き合いが、そのまま親友関係

にまで発展するような仲間を増やしたいという趣旨

でロータリークラブという会合を考えた、ロータリ

ーとは、集会を各自の事務所持ち回りで順番に開く

事から名付けられたのです。 
 その後、志を同じくするクラブが、世界各地１６

８カ国(２００５年１２月現在)に広がり、クラブ数
３２,５９６、会員総数１,２２１,８１２人(２００６
年５月３０日RI公式発表)に達しています。 
 日本は、クラブ数２,３２９、会員数１０１,６７
０人(２００６年５月末現在)全世界にしめる日本の
クラブ数は７,１４％、会員数は８,３２％となって
おります。 
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本日のプログラム  
９月２７日（水） 

      歴代幹事の 
イニシエーションスピーチ 
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幹事 渡邊 藤男 

 
１． 地区より 

＊ 「友」インターネット速報№２５１ 
＊ ハイライトよねやま79号 

＊ 「第5回ロータリー全国囲碁大会」開催の

お知らせ(再) 

２． ロータリー米山記念奨学会より 

＊ 米山月間用資料 

３． 妻沼ロータリークラブより 

＊ 年度計画書 

４． 立正大学ラグビー部後援会事務局より 

＊ 立正大学ラグビー部後援会会報の送付に

ついて 

５． 熊谷地区防犯協会会長より 

＊ 第12回熊谷警察署管内地域安全・暴力排除

推進大会へのご参加について（依頼） 

          以上が届いております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
皆さん今晩は。本日はスピーチの機会をいただき

誠にありがとうございます。これも何とか会長とし

て２００２～２００３年度1年間まっとう出来たお
かげかなと当時を振り返り、皆様方には何か参考に

していただきたいと思います。 
 前回の日韓同時開催のサッカーワールドカップ決

勝進出を果した日本、結果としてブラジル優勝、ド

イツ準優勝に終った後、私の年度はスタートしまし

た。ＲＩ会長ピチロイ・ラタクル、言いにくい名前

のタイの人です。（そういえば今日のニュースでクー

デターが起きたとか。）慈愛の種を播きましょう  
私の年度のテーマ、「先ず始めてみよう 結果を恐

れずに Ｌｅｔ‘ｓ Ｂｅｇｉｎ（ケネディ語録）

漁師山に木を植えるを引用し、目先の結果にとらわ

れず、1000年先の桜という種をまきつづけよう。 
歴代の会長は、皆そうであるように、クラブが永

遠に栄華を極めるように格段の配慮をし、会員の融

和を図るべく、一年間身を粉にして働くわけであり

ます。したがって 1 年間クラブ運営を成し得た時、
充実感とこれでやっと1人前のロータリアンになれ
たかなと、感激深いものがあります。 
ロータリーで一番苦労したことは、出席率の低下

でありました。最もひどい時は 16 人なんて時もあ
りまして、ロータリーソングが通夜のお経に聞こえ

ました。その後あの手この手で５０％以上出席は確

保したつもりでいます。 
もう一つは幹事との不具合であります。いかに私

が選んだ幹事ではないとはいえ、私に白羽の矢を立

て、幹事予定者に黒羽の矢を立てた（黒羽町という

地名はあるだろうけどとつまんないダジャレをいい

つつも）その幹事が在任中に退会届を出した。さあ

ここにロータリーの抱える問題点が二つ隠されてい

ます。 
1 つは会長は幹事経験者がよりベターであるとい
うこと、私は副会長も幹事経験もなく、会長になっ

たものですから、幹事は如何にあるべきか、会長を

助けてどんなことをすればいいのか、それが分かれ

ばもっと幹事の気持ちを思い、カバー出来るところ

があったのではないかと後悔しております。 
もう一つは、会員の皆様の会長、幹事への接し方

です。会長はクラブの顔でありますから、それなり

に顔をつぶさない様に接して貰えますけれども、幹

事のエラーには遠慮のかけらもない叱責、これは幹

事経験者の中途退会が物語るのではないかと思いま

す。 
パスト会長になって 4 年目、一会員に戻っても、
その年度年度の会長は、一生懸命やっているわけで、

その御苦労に報いるには、自身が苦労した逆をやれ

ば良いわけで、１００％の出席と会長、幹事の立場

に立って楽しいロータリーライフを送って行こうと

考えております。 

幹 事 報 告 

歴代会長のイニシエーションスピーチ 

岡部俊之会員（2002～03年度 第６代会長） 

    
進 行        スピーチ者紹介 
澤田ＳＡＡ     吉田パストガバナー補佐 



                                   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

皆さん今晩は。本日は歴代会長スピーチで私がお

話させて頂きますが会員皆さんの顔が少ないようで

スピーチの内容を変更させて頂き、私が五代目会長

としての事をお話します。南クラブも十年を迎える

年になりました。歴代の会長さんが、その年度ごと

に特徴を出しすばらしいクラブ運営活動を実行して

参りました。私の年度も創立五年目の節目で会員皆

さんのご協力を頂きまして、無事に勤めることが出

来ました事を感謝申し上げます。さて、クラブの組

織運営を組み立てる私にとって大変勉強になりまし

た。若輩な私がクラブの会長を勤める訳ですから。

ただ、親クラブで８年間お世話になったことが大変

役に立ちました。会長としてクラブ運営、五周年事

業、思い出すと、よく色々と事業を行ったなと思い

ます。メリハリのある例会、バズゼッション、親睦

例会、吉田会員のお力で姉妹クラブも締結できまし

た。曙万平公園の桜の植樹、千年桜並木と命名し、

名誉会員野口白汀先生に石碑に書いて頂ました。ま

た、五周年式典も米山奨学生の方々にスピーチして

もらい国際色豊かな式典が盛大に開催されました。

自分としては、なによりも会員の活力に満ちたパワ

ーと団結力のすばらしさに感銘いたしました。この

ような、すばらしいロータリーの経験が今の自分に

生かされていると思います。本年度はクラブ十周年

です山口会長を会員皆さんで支え、すばらしい十周

年になりますよう、ご協力を御願いいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

                                 

        本日は 馬場 孝 会員 

     
 
   
  
 

内容はオフレコです （ ････ ヒ・ミ・ツ！！ ） 
 
 

職業奉仕委員会 
職業紹介  

3分間スピーチ 

例会に聞きに来て下さいネ！ 
 

澤田將信会員（2001～02年度 第５代会長） 加藤公一会員（1998～99年度 第２代会長） 

商売柄“見る”ことについて 
 
“目交”と書いて「まなかい」と読みます。 
授乳の時の母子の互いに見つめ合う様を言います。 
 万葉集巻の五の山上憶良の歌に 
「瓜食めば 子供思ほゆ 
       栗食めば まして思ほゆ 
  いづくより来たりしものぞ 目交に … … 」 
とあります。  

 
それは子供もそれこそ “必死なまなざし” だし、
母親のそれは “いつくしみ” そのものです。 

 
ところが、その大事な大事な“とき”に母親の目が

ＴＶの、あるいはモニターの画面を見ている事態が起

きているのです。生物としての母子関係の基本の基が

ＰＣという文明の利器に犯されようとしていると感

ずるのは大袈裟すぎるのだろうか？ 
 
昨今、世間を騒がせている事件が数多く報道されて

いるが、 親が子を 子が親を と考えられない行為

の因の１つでなければ幸いである。 
 



 
 
 

＜社会奉仕委員会＞ 

棚澤正行委員長 
 
 
先週の委員会報告の時まだ決まっていなかった

「ムサシトミヨの越夏調査」の日程が決まりました。 
10月２５日（水）に佐谷田小学校で午後1：30
から行ないます。これは有志の参加になりますが、

クラブとして毎年行なっている恒例の重要な事業で

すのでできるだけ参加をお願いします。 
それと先週お話した通り、11月 12日（日）には
「荒川のゴミ拾い」を行ないます。これは移動例会

として参加します。いつものようにサンルートに朝

8:00頃集合していくようになると思います。詳しい
ことは後日ご案内いたします。移動例会ですのでこ

ちらの方も参加よろしくお願いします。 
 
 
 
 
 

 出 席 報 告 
 
 

加藤公一委員長 
 
 
例会日 ９月２０日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
３８  １２  １８ ６ ５０％ 
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井上哲孝委員長 

 

 

 

山口茂会長 
 本日は、歴代パスト会長の皆様のお話し楽しみに

しております。私も３ヶ月目になって、会員皆様

の御協力や、心や、行動等色々と、パスト会長の

お気持ちが少し理解しつつある今日この頃です。 

渡邊藤男幹事 
 本日は歴代会長のスピーチです。歴代会長の皆様

宜しくお願いします。 
飯塚幸一会員 
 本日の例会と来週の２回の例会に出席する事が出

来ません。メークアップを先週吹上RCと籠原Ｒ
Ｃにてして来ました。 

島﨑次弘会員 
 今日の歴代会長のイニシエーションスピーチ大変

楽しみにしております。会報用の原稿もしっかり

お願いします。できればメールで事務局へ送って

下さい。よろしくお願いします。 
吉田博三会員 
 歴代会長のスピーチを楽しく拝聴させてもらいま

す。 
澤田將信会員 
 Yさん、Sさん、お世話になりました。楽しかっ
たで～す。澤田でした。 

大野英夫会員 
 めっきり秋らしくなりました。皆様いかがおすご

しですか。私は毎日リハビリで朝歩いています。

夕方になると体調が悪くなります。皆様も、くれ

ぐれも気をつけて酒とタバコはやめましょう。み

んなで中国へ行きましょう。 
馬場孝会員 
 本日から職業奉仕、職業紹介の３分間スピーチが

始まります。宜しくお願い致します。 
棚澤正行会員 
 本日は、馬場職業奉仕委員長３分間スピーチ、歴

代会長の卓話楽しみに出席しました。よろしくお

願いします。 
佐川順一会員 
 皆さん今晩は。本日は、別部屋で会議があり、ロ

ータリー早退します。隣の部屋の壁に耳を当てて

こちらの歴代会長卓話の様子をうかがっておりま

す。 
井上哲孝会員 
 皆さんこんばんは!!ニコニコＢＯＸ委員長・井上
です。今夜もたくさんのご投函、本当にありがと

うございます。次週も宜しくお願い致します。 
 
投函率 １００％ 
進捗率 ３２．２％ 
 

 

 

 

 

委 員 会 報 告 

熊谷南ロータリークラブ 

クラブ会報委員会 島﨑次弘・井上哲孝・馬場孝 
TEL  048-522-6143 FAX  048-522-6153 
E-mail: ksr@ps.ksky.ne.jp 

http://www.ksky.ne.jp/~ksr/ 


