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会長 山口  茂 
 
皆さん今晩は。 
先日の移動例会、多勢の皆様方の出席ありがとう

ございました。 
今日はNHK大河ドラマの山本勘助について、お

話してみたいと思います。山本勘助は戦国時代の武

将で、1493年(514年前)駿河山本生まれで？(生没年
不詳)、板垣信方に招かれ、武田信玄に仕え、兵法に
通じ、足軽大将となり、信玄の合戦を支えた人物と

言われているが、架空か実在かで論争があったが、

甲陽軍鑑にその名が登場し、孫子の兵法を用いた、

すぐれた軍師としてえがかれており、現代社会にお 

 
 
いても、大企業はじめ、多くのトップの方が参考に

していると言われております。 
甲陽軍鑑は、日本の戦国大名である武田氏の戦略、

戦術を記した軍学書で、1582年(天正 10年)武田氏
滅亡まで用いられており、その中の甲州流軍学は、

織田信長の死後、徳川家康が甲州を支配するように

なってから、武田家の遺臣を用いる方針をとった事

から、武田信玄、勝頼の二大の戦闘を中心に、軍法、

刑法を記している内容が明かされた。 
皆さんご存知のように、山本勘助は武田二十四将

の 1人で武田五名臣の１人と言われており、甲陽軍
鑑によると、1543年～1561年と記されておりはっ
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会 長 挨 拶 本日のプログラム ４月１５日（日） 
地区大会（移動例会） 
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月遅れの申告なのにケーキをひとりじめ！ 運がいいのか心掛けがいいのか？？？ 
いつもにくい男  その名は遠藤信行さん  



きりしておりませんが、合戦では孫子の兵法の 13
篇からなる内容を参考、又応用したとあります。 
その中で、現代にもあてはまる一部があり、非好

戦であるとあり、戦争を簡単に起こすことをつつし

み、長期戦による国力消耗を戒める。謀攻篇では、

百戦百勝は善の善なるものに非ず。戦わずして人の

矢を屈するは善の善なるものなりとあります。戦略

では、天・地・将・道・法が大事。敵味方どちらの

君主が人心を把握しているか。将軍はどちらが優秀

な人材であるか。天の利、地の利はどちらの軍に有

利か。軍規はどちらがより厳格に守られているか。

軍隊はどちらが強力か。兵卒の訓練はどちらがより

明確になっているか。そして、充分な勝算があって

から、挙兵するとあります。現代社会、店舗展開、

会社の支店営業所等々活用されている会社も多くあ

ります。そして、徳川家康は、さらに論語、気学を

加えて、応用したとされています。 
 
[会長報告] 

① 4月6日に野口白汀先生と10周年の細部につい
て打ち合わせをして参りました。 

② 4月 7日、第 42回熊谷市美術展受賞式典に出席
し、熊谷南ロータリークラブ賞を授与して参り

ました。 
③ 本日の第 10回理事会にて、次年度例会場が承認
されました。次回の総会に提出出来る運びとな

りました。 
 
                                                                                               

 
 

        

              幹事 渡邊 藤男 
  
１． 地区より 

＊ 「友」インターネット速報№２７９・２８

０ 

２． 羽生RCより 

＊ 創立40周年記念式典の御礼 

３． 熊谷市国際交流協会より 

＊ シェイクハンズ№５０ 

＊ 熊谷市国際交流協会総会及び懇親会の開

催について(ご案内) 

４． さくらマラソン大会実行委員会より 

＊ 第 17回熊谷さくらマラソン大会終了にあ

たって(お礼) 

５． 立正大学より 

＊ 立正大学学園新聞第97号 

          以上が届いております。 

 

 
 
会長エレクト 
佐 川 順 一 

 
「地区協議会のお願い」 
と次年度活動計画の原稿 
の依頼について 

 
今月の２２日(日)に次年度の地区協議会が開催さ
れます。四大奉仕委員長、米山・財団の委員長を中

心に 8名で参加する予定です。 
８時半登録、9時点鐘になっており、１時間位で
行ける見込みですので後ほど車の分乗の仕方も含め

て関係者にお知らせします。 
先日開催されたＰＥＴＳで次年度のガバナー訪問 
日が決まりました。 熊谷南クラブは２５７０地区

ではいの二番で、ガバナー補佐訪問が７月４日（水）

の第一例会の日、ガバナー公式訪問が７月１８日

(水)と思いもかけず早い日程となりまして、目の回
るような思いがしております。しかしもうこれは決

定事項ですので、うまく対応できるようご協力をお

願いします。そして次年度の活動計画書についてで

すが、小委員長さんも決まりましたので、各委員長

さん宛に活動計画書に載せる原稿の依頼を入り口の

ポストの中に入れて置きました。一緒にウイルキン

ソン次年度ＲＩ会長と石川嘉彦次年度ガバナーのＰ

ＥＴＳの時に出た方針、そして私の次年度に向けて

のざっくばらんな方針を入れておきましたので参考

にして下さい。しかしあくまでご自分の委員会の方

針はご自分で考えて頂きたいと思います。締め切り

は連休明けすぐの５月７日(月)とさせて頂きました。
なにぶんガバナー公式訪問が早いので、活動計画書

の作成も急ぐ必要がございますので忙しいと思いま

すがご理解の上ご協力をお願いします。 
 
 
 

＜社会奉仕委員会＞ 
 
棚澤正行 委員長 

 
 
先日４月１日（日）の「曙・万平町の桜まつり」に

参加の移動例会にたくさんの会員の皆様に参加して

頂きまして有難うございました。１６名の参加があ

りました。また曙・万平商工振興会の橋本代吉会長、

毎年ビールとお茶の差し入れご馳走様です。有難う

ございました。 

幹 事 報 告 

委 員 会 報 告 



＜国際奉仕委員会＞ 
 
橋本代吉 委員長 

 
 
 
 
４月１日の移動例会はお世話になりました。皆様

方のご協力、友情に感謝いたします。 
 国際奉仕委員会からご報告いたします。世界社会

奉仕の寄付についてペットボトルを回して集めたり

しましたが、金額が足りなかったので 3月に例会に
出席の有志から援助を頂きまして目標を達成するこ

とができました。「世界寺子屋運動」に44,757円 
「地雷で被害を受けた子供たちへの支援」に 
44,757円を送ることができました。これで世界で困
っている人達への支援ができました。ご協力有難う

ございました。 
 
 

＜10周年実行委員会＞ 
 
総務･企画委員長 

島 﨑 次 弘 
 
 
「5月16日の記念式典の出欠案内について」 
 5月16日の記念式典までもうあと5週間、35日
となりました。日が迫って来ましたので先日出欠の

連絡のお願いをＦＡＸでお送りしてあります。全員

の方に確認を取りたいので必ず返事を送って下さい。 
 また、特別会費をまだ頂いていない方は早急に振

込みをお願い致します。ご協力よろしくお願い致し

ます。 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
                例会司会・進行 
佐川順一ソングリーダー   澤田將信 ＳＡＡ 

本日司会初デビュー   
 
  本日司会デビュー 

川岸 勝 親睦委員 
「4月の会員誕生」 
山口 明 会員  4月 3 日 
木村 廣 会員  4月 7 日 
斉藤考慶会員  4月 9 日 
大野英夫会員  4月16日 
田島 武 会員  4月25日 
 
「奥様誕生」 
山口明会員令夫人   光 枝 様 4月 6 日 
坂本英世会員令夫人 登志子様 4月11日 
井上哲孝会員令夫人  さゆり様 4月22日 
 
「結婚記念日」 
橋本代吉会員ご夫妻  4月 5 日 
田島武会員ご夫妻    4月 10日 
岡部俊之会員ご夫妻  4月 17日 
遠藤信行会員ご夫妻   4月 19日 
 
挨拶する岡部俊之会員 と   遠藤信行会員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本日のプログラム  親 睦 例 会 
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 出 席 報 告 
 
加藤公一 委員長 
  

例会日 ４月１５日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
３８  １７  ２１ ０ ４５％ 

 
 
 
 
 

 ニコニコ BOX 

 

島﨑次弘 委員 

 

山口茂会長 

 本日、次年度会場が、理事会にて承認されて、３

ヶ月以上に及ぶ会場選びに御協力して下さった、

佐川さん、澤田さん、吉田さん、大変ありがとう

ございました。５月１６日の１０周年に、会員の

皆様方の出席を、よろしくお願い致します。今年

度役員、理事の皆様、３ヶ月、最大の御協力、よ

ろしくお願いします。 
渡邊藤男幹事 

 本日は親睦例会です。皆さん楽しみましょう。 
飯塚幸一会員 

 先週は、桜まつり例会そして電報も「桜咲く」宝

塚音楽学校に小川町在住の木下仁美さんが合格致

しました。私共スタジオから７人目のタカラジェ

ンヌが誕生しました。初舞台が楽しみです。応援

の程御願い申し上げます。 
佐川順一会員 

 ２２日、地区協議会出席の件、当日、御出席下さ

る委員長の方々、宜しくお願いいたします。 
岡本庄一郎会員 

 今晩は！岡本です。ロータリーの１年は早いです

ね。あと１０周年も控えておりますので、気をゆ

るめずにやっていきたいと思います。 
吉田博三会員 

 先週のお花見例会、出席出来ずすみませんでした。

又よろしくお願い致します。 
澤田將信会員 

 お世話になります。澤田です。５月１３日母の日、

５月１６日１０周年、がんばりましょう。 

清水武会員 

 先日のさくら祭の移動例会には同席できず申し訳

ありませんでした。桜は満開でよかったですね。 
橋本代吉会員 

 万平公園での桜祭りも盛大に終わりました。当ク

ラブの、満開のしだれ桜の下で、移動例会、楽し

いひと時。南ロータリークラブ後援ありがとうご

ざいました。友情に感謝します。 
棚澤正行会員 

 去る４月１日、万平公園にて桜祭り移動例会に御

参加頂きありがとうございました。好天に恵まれ、

山口会長の挨拶も冴え渡り、楽しい移動例会にな

ったと思います。ありがとうございました。 
馬場孝会員 

 4月1日の桜祭りの移動例会では、桜木小PTAで
ポップコーン屋をやっていましたので失礼致し

ました。お楽しみ頂けましたか？桜祭り橋本会長

には大変お世話になりました。 
島﨑次弘会員 

 皆さん今晩は。10周年記念式典まであと 5週間で
す。皆様のご協力よろしくお願いします。 

[会員誕生] 
田島武会員 

 (会員誕生・結婚記念日として 6,000円ご投函頂き
ました) ・・・ 田島さんがいない例会はさびし
いですよ。早く元気になって下さい。 みんな例会
で待ってま～す。 会員一同より。 

遠藤信行会員 

 欠席でケーキ食べられませんでしたが、ニコニコ

は自動的に廻ってきました。心を込めてありがと

う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 

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/ 


