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第６４６回
６４６回例会 会報

歴代パスト会長卓話(1)
歴代パスト会長卓話
今回より随時、歴代パスト会長の卓話が行われます。本日は初代萎沢パスト会長を始め加藤パス
ト会長・澤田パスト会長のお話を頂き当クラブの 15 年の歴史や苦労や想い出を振り返りました！
パスト会長の中には他界された方々もいらっしゃいます。15 年の永さも痛感しました。

本日のプログラム ８月１７日（水）
１７日（水）
卓話・地区会員増強委員長 渋澤健司様
会

長

挨

拶

会長 島﨑 次弘

皆さん今晩は。
今日の例会が第５回目となります。
７月６日の第一例会の時に就任挨拶で今年度のプロ
グラムの目玉の一つにこれまでの会長経験者全員の
方に卓話をお願いするという話をさせて頂きました。
創立以来１５周年目という区切り、節目の年を迎
えた今、もう一度原点を見つめ直し、クラブの歴史
を振り返ってみることが大事なのではないでしょう
か。それにはどうしたら良いか。それぞれの年度を
担当して頂いたパスト会長の皆さんに、自らお話を
して頂くのが私たちにとって一番理解できるのでは
ないかと思います。卓話は３人ずつ３回に分けてお
願いしますので、本日が第 1 回目、第２回目は９月
１４日に、第３回目は１１月１６日に予定しており

ます。
本日の「歴代パスト会長の卓話」Part１では初代
から３人の方にお話をして頂きます。１９９７年の
創立の年に初代会長を務められました萎沢利行さん、
翌年に第２代会長を務められました加藤公一さんの
お二人と、第３代会長の橋本輝雄さんと第４代会長
の長谷川隆さんは残念ながらすでに他界されており
ますので、３人目は第５代会長を務められました澤
田將信さんにお願いします。
卓話と言いながら大変恐縮ですが、時間の都合上
持ち時間をお一人１５分位でとお願いしてあります。
それぞれの方が恐らく話したいことが山ほどあると
思います。１５分という短い時間の中でまとめるの
はなかなか大変なことだと思いますが事情をお汲み
取り頂きましてよろしくお願い申し上げます。と申
しましても、１５分経って鈴を鳴らすというような
失礼なことは致しません。熱が入ってオーバーして
も区切りの付くところまでどうぞ続けて頂いて結構
です。
今日は会員の皆さんと一緒に私も大変楽しみにし
ております。最後に卓話者の皆さんにエールを送り
まして、挨拶とさせて頂きます。本日もよろしくお
願いします。

幹

事

報

告

幹事 奥田 尚幸

１．

地区より
＊第一回Ｒ財団部門セミナーのお知らせ
＊地区大会・記念ゴルフ大会のご案内
＊学友会ニュース 第 154・155 号
２．財）ロータリー米山記念奨学会より
＊ハイライトよねやま１３７
３．熊環連より
＊第 14 回荒川の恵みと熊谷を考える集い
開催について
以上が届いております。

パスト会長卓話
熊谷南ロータリークラブ卓話
創立時のクラブ活動について
パスト会長

萎沢利行

島崎次弘会長の配慮に富んだ後押しを頂き、パス
ト会長として卓話ができることを感謝いたします。
島崎会長は熊谷南ロータリークラブの創立会員で、
南ロータリーの歴史と一緒に歩んでこられました。
島崎会長は、途中から加入した会員の皆様にも南ロ
ータリークラブの歴史を共有していただきたいとの
想いがあって、歴代会長経験者の卓話のプログラム
を企画したと伺いました。会長のお考えに沿って担
当した年度のことをお話いたしますが足りないとこ
ろはお許しください。チャーターメンバーの皆様に
は 14 年前の創立当時を思い返すことに、また、当
時在籍していない会員の皆様には熊谷南ロータリー
クラブの歴史の一ページとして創立当時を知ってい
ただければありがたいと思います。
私は、14 年前の平成 9 年に熊谷南ロータリークラ
ブ創立当時の会長を担当させていただきました。一
緒に担当した今は亡き長谷川隆幹事は、熊谷東ロー
タリークラブから一緒に移籍した仲間で、継続事業
の桜の植樹、ムサシトミオのバナーの作製に貢献い
ただいたことが思い出されます。
年年歳歳花相似たり、歳歳年年人同じからず。と
いうことばがあります。咲く花の姿は常に同じよう
だが、
それを眺める人々の姿はそのたびに代わって，
歳とともに老いゆくものであるという意味で、
「白頭
を悲しむ翁に代わる」と題する劉廷芝(りゅうてい
し)の詩であります。
14 年前の事柄を振りかえろうとした時に、細部を
思い出せない私の頭の中に生まれ出たものは、歳歳

年年人同じからずという言葉に含まれる人の境遇の
変化でありました。
私は、
会長当時の記憶は薄れてしまいましたので、
手元に残る1997 年～1998 年のクラブ会報の総集編
を資料にして当時を振り返ることにいたしました。
その会報総集編によると、1997 年（平成 9 年）5
月 14 日に初回の会報が発行されました。
初回の会報には平成 9 年 5 月 7 日（水）に行われ
た創立総会と第 1 回の例会の内容が記録されており
ます。
熊谷南ロータリークラブ創立のスポンサークラブ
である東ロータリークラブの当時の会長は島崎武男
会長で、現在南ロータリークラブの会長を務めます
島崎会長の御尊父であります。島崎武男会長は設立
準備委員会の役員として清水利夫特別代表、吉田博
三拡大実行委員長をはじめとする拡大実行委員のみ
なさまと一緒に熊谷南ロータリークラブの設立に多
大な御貢献いただきました。また、島崎次弘会長は
御尊父の勧めもあって熊谷南ロータリークラブに入
会したことを 14 年前の平成 9 年 10 月 29 日の第 25
回例会におけるイニシエーションスピーチで述べて
おり、島崎武男ロータリアンの想いが現在の会長に
受け継がれていることを感じます。熊谷南ロータリ
ークラブの今年度の顔となった島崎会長は「継続こ
そロータリーのちから」
を年度方針に掲げています。
島崎武男・次弘親子でロータリアンを継続しており、
まさに力となっていると想います。
熊谷南ロータリークラブの創立会員は 44 名で、
東ロータリークラブからの 9 名の移籍メンバーと
35 名の創立会員で構成されました。
第 1 回例会がスタートした平成 9 年 5 月 7 日から
6月30日までの2か月間は大舘清次ガバナー年度で、
また平成 9 年 7 月 1 日より平成 10 年 6 月 30 日まで
の 1 年間は寺山栄一ガバナー年度で 1 年 2 か月間活
動いたしました。
熊谷南ロータリークラブの創立当時の組織表に、
14 年ぶりに目を通してみました。チャーターメンバ
ーの皆様それぞれを懐かしく眺めさせていただきま
した。亡くなられた会員、退会した会員、現役の会
員の皆様を思い返す機会となりました。
創立当時から会員であった加藤公一・澤田将信会
員には役員として、また島崎次弘会長をはじめ山口
茂会員、岡部俊之会員、岡本正一郎会員、矢部喜明
会員、新井正一会員、小野寺弘行会員、坂本秀世会
員、山口明会員にはそれぞれの委員会で支援を頂き
ました。皆様がかついでくれたみこし乗せていただ
いたので運営できたと思っています。
1998 年（平成 10 年）4 月 26 日に国際ロータリ
ー加盟認証状伝達式がホテルサンルートガーデンパ
レスで行われました。ホテルガーデンパレス社長で
今は亡き橋本与四郎会員は、実行委員長となり「夢
と感動と喜び」をテーマに掲げ、ご自身のホテルマ

ンとしての理念である「受ける身になってサービス
をする」を 2570 地区の多くの参加会員にそそいで
いただき成功裏に終了したこと、また、伝達式の特
別講演として母校の先輩で当時山梨医科大学整形外
科教授の赤松功也先生から「企業リーダーとしての
健康管理、骨と関節は訴える」という演題で講演を
いただいたことが印象に残っています。講演の詳細
な内容は忘却の彼方ですが、冗談で発言した 「富
士山は甲斐で見るより、駿河よい」ということばが
妙に記憶に残っています。
熊谷南ロータリークラブの歴史を共有する企画に
参加させていただいたお蔭で、会長当時の活動を振
り返る機会となったことを島崎会長と関係の会員に
感謝いたします。
島崎年度が一層充実していくことを祈念して卓話
を終了いたします。

現会長と記念撮影する卓話を頂いた歴代パスト会長、
皆さんの特徴が覗える 1 コマでした？

委 員 会 報 告
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例会日 ８月１０日

会員数
２７

出席
２０

欠席
５

MU
２

出席率
８２％

ロータリーソング歌う会員の皆さん！ 出席率久し
ぶりに 80％越えました



ニコニコ BOX

島﨑次弘会長・奥田尚幸幹事
先週ニコニコに書いたように暑さがぶり返してし
まいましたね。八木橋のところの温度計がまたテ
レビのニュースに出るようになりました。今度の
土曜日には花火大会が夏の夜空に華やかに開催さ
れます。今夜は一足早く、パスト会長さんたちが
見事なスターマインを打ち上げてくれるでしょう。
タマヤ～！
萎沢利行会員
本日はパスト会長として卓話をさせて頂きます。
宜しくお願いします。
澤田將信会員
お世話になります。～よろしく
佐川順一会員
毎日暑い日が続き、クーラー抜きでは夜も寝られ
ないですね。本日は、歴代会長の回顧録が聞ける
ということで、
楽しみにしています。
発表者の方々、
宜しくお願いします。
棚澤正行会員
私の長男が、トンカツ屋を始めました。東京電力
を駅を背にして左に曲がり、一つ目の十字路から
２軒目です！桜いかだと書いてハナイカダと読み
ます。夜は居酒屋だそうです。元メンバーのトミ
ーが店長です。よろしくお願いしまーす。
岡部俊之会員
久しぶりの例会出席であります。東京での仕事が
増えつつあり、東京デザイン事務所開設の準備を
しています。
渡邊藤男会員
暑いですね～。体に気をつけて下さい。
石井一則会員
毎日暑くてヘトヘトです。夜のビールがうまい。
中島勉会員
歴代パスト会長、本日の卓話よろしくお願い致し
ます。
１３日から、
お盆で熊谷の花火大会ですね。
この日は、旧江南地区での飲み会（園遊会）を、
四季の湯で行います。その後、ヘリテイジ・リゾ
ート恒例の花火を９番のグリーンで見て来ます。
ちなみに、13～15 日が花火大会です。
塚越尚之会員
暑い一日でした。今日もよろしくお願いします。
[会員誕生]
萎沢利行会員
誕生日を祝って頂きありがとうございます。63 歳
の誕生日です。歳歳年年人同じからずで、目の衰
えを感じています。

会員誕生のバッジを頂く皆さん

熊谷南ロータリークラブ
会報・広報（IT）委員会 石井一則・塚越尚之
小野寺弘行
TEL 048-522-6143 FAX 048-522-6153
E-mail: ksr@kumagaya-south-rc.com

