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第４３０回 歴代幹事によるイニシエーションスピーチ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

副会長 岡本庄一郎 
 
 
山口会長がドイツへ商用出張の為、私、岡本が本

日は会長代理として点鐘させてもらいます。 
 会長の代りに何か一言といわれましても、何をし

ゃべってよいやら非常に難しく、歴代会長は毎週ご

とによく自分の考えを整理して述べられるなあと感

心している次第です。 

  
 
 
 
昨日、安倍内閣が発足し、戦後生まれの総理大臣

が初めて誕生しました。 内閣も50才前後と若返り、
活力ある国づくりが期待されます。  ひるがえって
我が南ロータリークラブも 2570地区では平均年齢
が一番若いのではないかと思います。私の頭も硬直

化しないよう頑張ってやるつもりです。宜しく御願

い致します。 
 
                                                                                   

 
 

Ｎｏ．１２ 

 

会長代理挨拶 

本日のプログラム １０月４日（水） 
 親  睦  例  会 
          

岡本会長代理と渡邊幹事 記念のツーショット 
岡本さん牧師よりピッタリきまってます（もういつでも会長ＯＫ？） 



 
 
 
 
 
 
進行 斉藤 副ＳＡＡ      佐川 ソングリーダー 

 
 
 
 
 
 
 

本日は斉藤考慶会員 

目指せ！  
ドンペリ販売 埼玉一 

 
 
 

 

 

幹 事 渡 邊 藤 男 

 
１． 地区より 

＊ 「友」インターネット速報№２５２ 
＊ 松山女子高校インターアクトクラブ認証

状伝達式のご案内 
 
          以上が届いております。 

 
 
 
 
 
 
 

2005～06年度幹事   

島﨑 次弘 会員 
 
 
今日は歴代幹事のイニシエーションスピーチとい

うことですが、私の場合は任期を終える最後の6月
に幹事としての一年を振り返る発表の場を2度頂き
ました。まだつい先日のような話で、その時にほと

んど話してしまったものですから同じ話をするわけ

にも行きません。何か思いつくままに裏話でも話そ

うかと思っていたら今日は山口会長が仕事の出張で

お休みだそうで、しかも直前会長の飯塚さんまでお

休みだそうです。これは何をしゃべってもいいと言

う神様の思し召しかと思いましたが、よく考えてみ

るとお二人は危険を察知して地球の裏側まで避難し

たのかもしれません。 
 私の最初に苦労した事と言えばやはり活動計画

書作りでしたが、そこで最初にバトルをしたのが○

○をお願いした△×□の凸凹さんでした。この方が

なかなか手強く、決して悪い人ではないのですが、

なかなかこちらの思った通りの編集・校正が出来ず

苦労しました。特に計画書に載せる写真を皆さんに

本人確認ができる新しい写真をと提出してもらった

のに、大変暗～い仏壇の奥にしまってあるようなプ

リントになってしまい、澤田パスト会長さんなどは

「第一テロリスト 指名手配」とルビを振りたくな

るような出来になってしまいました。それをぎりぎ

りタイムアップ寸前で無償で全部刷り直してもらっ

たのも今ではいい思い出です。あとで渡邊現幹事と

いうもっと手強い相手が現われるまでの一番の強敵

でした。 
 飯塚年度が始まってからは、東京ＲＣにメイクア

ップに行った経験を生かし、会長が今までにない例

会のスタイルを実践し、試行錯誤の繰り返しでした

が一石を投じる事が出きたのではないかと思います。 
東京ＲＣのメークアップでは私も目からうろこが落

ちるような貴重な経験をさせていただきました。今

月の理事会の時に井上会員がお勧めしていたように、

特に入会の歴史の浅い会員にはＲＣのお手本になり

ますので今年度でもプログラムで都合がつくようで

したらぜひ計画して頂きたいと思います。 
 これまでの山口会長と渡邊幹事のご苦労と、これ

まで無事に運営されてこられた事にエールを送りま

すが、先週、今週と若干さみしい出席率です。前年

度でもそうでしたが、ガバナー公式訪問を終えてほ

っとしているこの時期からはどうしてもひとつの谷

間が来るようです。一年間と言うのは短いようでい

て実際に運営していく者からすれば何度も山あり谷

ありで、常に内容を充実させていくのは本当に大変

なことです。毎年のクラブ運営の課題でもあります

が、ロータリーはワンイヤールールでいずれは誰も

が実際の運営に関わっていくわけですから会員の皆

さんにも出席はもちろん会への積極的なご協力をお

願いしたいと思います。 
 何だか取り留めのない話をしているうちに、これ

から面白い話をしようと思ったらもう時間になって

しまいました。地球の裏側にいるお二人にあまりく

しゃみをさせて地球の裏側で風邪を引かせてもいけ

ませんので面白い話はまたの機会にしたいと思いま

す。 

幹 事 報 告 

歴代幹事によるイニシエーションスピーチ 

職業奉仕委員会 
職業紹介  

3分間スピーチ 



 
 

2004～05年度幹事 

棚澤 正行 会員 
 
 
李年度幹事を振り返って 
                                  
皆さん，こんばんは。李年度幹事の棚澤です。 
 歴代幹事の苦労話の卓話とのことで仰せつかりま

した。 
 苦労はどの会長も，幹事もそれぞれあったのでは

と思いますが，李年度は事務局員が突然止めてしま

ったというのが一番の苦労点でした。 
 李年度でやったこと。 
・ ホームページを作った。 
・ データ化を促進して次の代へ渡した。 
・ PCをDELLにして，IT化を図った。 
・ 国体への参加 

などの実績を残しましたが，事務局員が替わったの

で，各団体への書類提出の期限，寄付の過去の実績

といった細かいことなどが引継ぎされておらず，帳

簿がわらりづらいなど，事務局員の清水さんには大

変ご苦労をかけたことと思います。 
 その年度の会長により会長のカラーを出すという

なかで，歴代いろいろな会長挨拶，職場訪問，旅行

等カラーの出し方が違って面白いと思います。面白

いことをしようとすれば幹事が大変ということです。

李年度は会長が歯科医ということもあり「白い年度

計画書づくり」（印刷屋との交渉）で始まり，健康な

ロータリーをテーマに，会長は煙草をやめ（女は？）

品行方正にし，私は危うくゴルフをすることになり

そうでした。 
 李会長は会長挨拶にと健康の話しを中心にロータ

リーの歴史等のロータリー情報を会員の皆さんに伝

えました。私には話しが難しく，幹事としては眠さ

との戦いでした。 
 旅行に関しては韓国旅行を選び，私の職業から，

旅行はしない主義でしたが，海外までお付き合いを

することになり，留守が心配でしたが，楽しかった

です。        
 他の幹事と違うところは，インバウンドとアウト

バウンドの両方のカウンセラーを同時に引き受け

てしまったことです。並木さんはご覧になった通り，

りっぱにアメリカナイズされて帰って将来ロータ

ーリアンのお嫁さんになるといっていました。もう

1人は皆さんもご承知の通りサンティロ ローズさ
んで，大変苦労しました。特に吉田会員ご夫妻には

多大な迷惑をおかけいたしました。最後の最後でホ

ストファミリーがみつからなかった時会長判断で

「森山君にやってもらったら」の一言で決まり，学

校から誓約書をローズさんの親に書かせてOKを取
り，ホストクラブとして，カウンセラーとして，ま

っとうできました。この件は話せばエピソードがた

くさんあるのですが苦労話ではなく，愚痴になって

しまうので，将来森山君と結婚すれば李パスト会長

が仲人ということで，「めでたし めでたし」で良

い思い出として収まる予定です。 
 私のお願いで，頭をつかうことは会長がやって，

実務は私が全部するという役割分担で始まり，李会

長は数回しか事務局へ来ることはなく，うまく分業

できたと思います。 
結果として，他の会長でなく，強烈な個性とリー

ダーシップの李会長の下， 幹事を引き受け，任務
を務めさせていただき，大変勉強になりました。あ

りがとうございました。 
 以 上 

 
 
 
 

1999～00年度幹事 

澤田 將信 会員 

 

 

今日は歴代幹事のスピーチですが先週は歴代会長

のお話をさせて頂き感謝いたしますが会報の原稿を

書くのが大変です。 

さて、歴代幹事の話ですが本日は私の経験した出

来事をお話したいと思います。何年か前に私のお店

に市内の高校生が文化祭の発表にするために先生と

一人の生徒が来られました。色々お花の事を調べな

がらお話をしている時に、私がお店に戻ってきまし

て研修生さんですか、と声をかけ学校は楽しいかい、

と聞きましたら、なんと、学校はつまらないと生徒

の口から言い始めました。私もビックリしましたが

生徒は一年生で秋の話ですから入学して五ヶ月ぐら

いの頃です。私は何で学校がつまらないのと聞きま

した。そうそう女の子の生徒さんです。自分が思っ

ていた学校とぜんぜん違うんです。毎日が楽しくな

く、つまらないですと、女の子は言います。今すぐ

でも学校を辞めたいと思っているんですと、女の子

は言い出しました。びっくりして一緒に来た先生が、

ヒヤー聞いてない聞いてないよと、大きな声で興奮

し始めてしまいました。私は言いました。辞めたい

なら早く辞めな。そんな、自分が思っていた学校と

違うからといって、楽しくないとか、つまらないな

んて、やめろ、やめろ。でもな、せっかく自分が選

んだ学校じゃないか。すべてがつまらない訳では無

いでしょ。たとえば毎日の弁当を食べるのが楽しい



とか、あるでしょ。すべてが、つまらないと考えな

いで、たった一つ弁当を食べるのが楽しければいい

じゃないの。徐々に学校が楽しくなるよ。いやな事、

つまらない事が全てだと思わないで楽しいこと見つ

けようよ。と、こんな事がありました。先生も生徒

もしょんぼりしながら帰りました。 

それから二年半過ぎた頃私が県外研修で山形に向

かう途中に一本の電話が入った。お店からの電話で

した。社長、今お店にお客様が見えて社長にお話が

したいと若い女の子が来ていますと。若い、女の子

は若いんじゃないの、と冗談を言いながら電話に出

ました。すると何年か前にお店に来た研修生でした。

こんにちは、私、無事に高校を卒業しました。これ

から大学に進むことになりました。その節は大変心

配頂きまして有難う御座いました。良かったな良か

ったな、と私は思いがけない嬉しい電話で言葉がう

まく言えなかったものです。私も自分自身の経験の

中で感動する生き方を皆さんにお話しましたが、今

の社会、青少年の心のケアーを地域で何かしなけれ

ばいけないと考えています。歴代幹事のテーマと内

容が違いましたが私のお話とさせて頂きます。 

 
 
 
 
 出 席 報 告 

 
富山副委員長 

 
例会日 ９月２７日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
３８  １７  １９  ３ ５３％ 

 
 
 ニ コ ニ コ B OX 
 

        井上委員長 

 

山口茂会長 
 皆さん今晩は。本日は、仕事の都合上、欠席とな

り、申しわけありません。歴代幹事のお話しが聞

けず残念ですが、後日、テープと会報にて、見聞

きさせて頂きます。岡本副会長、よろしくお願い

致します。 
渡邊藤男幹事 
 本日のプログラムは歴代幹事のスピーチです。歴

代幹事の方々宜しくお願いします。 
飯塚幸一会員 
 明日帰国の予定です。来週皆さんにお会いするの

を楽しみにしております。 
島﨑次弘会員 
 今日は歴代幹事のイニシエーションスピーチだそ

うですが、ここのところず～～っと寝不足で頭が

ボ～っとしています。棚澤さん、澤田さん、私の

分までよろしくお願いします。今日は早退したい

な～。 
棚澤正行会員 
 本日卓話仰せつかりました。つまらん話しですが、

よろしくお願いします。 
澤田將信会員 
 本日は、花キューピット全国代表者会議でした。

なんとか例会に間に合ったで～～。斎藤さん司会

デビュー皆さんで応援（←絵文字）お願いします。 
佐川順一会員 
 幹事経験者の皆様、本日の卓話謹んで拝聴させて

いただきます。ご苦労話、ハンカチを片手に聞か

せて頂きます。 
岡本庄一郎会員 
 本日は、山口会長の代役で、会長席に座らせて頂

きます。居心地は……肩がこります。１日限りに

させてもらいます。本日は歴代幹事のスピーチと

の事。楽しみにしております。 
李一孝会員  
 １０月２１日に野口白汀先生の日展審査員就任パ

ーティーに行ってまいりました。今回で３度目の

快挙だそうです。日展の審査員をされるというこ

とは、その時点で日本の書道界をリードしている

ことだそうです。取り急ぎ御報告まで！ 
吉田博三会員 
 皆さんこんばんは!!本日の歴代幹事の皆様の卓話、
大変楽しみにしてまいりました。楽しいお話し、

どうぞ宜しくお願いします。 
富山弘文会員 
 こんばんは、富山です。休み多くてすみません。

歴代幹事の棚澤さん、島崎さん、澤田さん、スピ

ーチ楽しみにしています。 
松本幸久会員 
 今晩は松本です！！ 
斉藤考慶会員 
 御世話になります斉藤です。今日は職業奉仕委員

長の馬場さんより軽いスピーチを頼まれました。

何かドキドキです。 
高田直樹会員 
 今晩は、長期休日をいただきました高田です。つ

いこの間まで暑い夏でしたが、秋田の方ではスト

ーブをがんがんたいてますよ。カゼなどひかない

様気をつけましょう。 
井上哲孝会員 
 皆様こんばんは!!本日の歴代幹事の皆様の卓話、
楽しみにしております。又、たくさんのニコニコ

ＢＯＸのご投函、ありがとうございます。次週も

宜しくお願い致します。井上でした。 
投函率 ８８．２％ 
進捗率 ３４．１％ 

委 員 会 報 告 

熊谷南ロータリークラブ 

クラブ会報委員会  
 


