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～ 本日のプログラム ～             ～     渡邊会長の挨拶     ～ 

～ガバナー補佐湯本様・補佐幹事境野様 ～ 

～       記念撮影      ～ 

Ｎｏ．１０ 

 



    

    

    

 

 

     会長 渡邊 藤男 

 
こんばんは 

 

本日は第2571地区第5グループの湯本茂作様をお迎

えして、ガバナー補佐訪問となります。 

 

例会に先立ちまして別室におきまして関係書類の閲

覧、そして懇談等を行いました。問題なしとのこと

です。 

 

10月の強化月間は、経済と地域社会の発展の月間で

す。 

 

経済と地域社会の発展が重視される理由： 

一人当たりの農業収入が1％増えるごとに、極度の

貧困者数が0.6％～1.8％減る 。 

ある研究によると、マイクロクレジット（小口融資）

を利用できれば、収入や消費の変動に左右されにく

くなる。 

ある研究によると、ナイジェリアでは、人材投資（教

育や研修など）を1％増やすことで、貧困を66％以

上減らすことできる。 

単純労働で働く女性は、専門性のある仕事に就くた

めのスキルを備えていない。シンガポール、台湾、

マレーシアなどの国に見られるように、職能訓練の

充実は、その国の付加価値生産を高めるための必須

条件であるとのことです。 

 

また、日本では米山記念奨学会の月間となっており

ます。 

米山記念奨学会の意義などをご理解いただいて一人

でも多くの支援者及び理解者が増えることを期待し

ております。 

 

10月26日には熊谷東RCとの合同例会におきまし

て米山奨学生を招き卓話を行う予定です。 

皆さんのご参加をお願い申し上げます。 

 

以上 

 

                                                                                                                    

 

 

   幹事 岡本庄一郎 

 

１． 埼玉県共同募金会熊谷市支会より 

＊「赤い羽根共同募金」法人募金について 

２．埼玉県県民生活部より 

＊「2016 埼玉・熊谷ラグビーフェスタ」につ

いて 

以上が届いております。 

 

 

 

 

ロータリー第ロータリー第ロータリー第ロータリー第 2570257025702570地区地区地区地区 2016201620162016～～～～2017201720172017年度年度年度年度    

第第第第 5555グループグループグループグループ    ガバナー補佐ガバナー補佐ガバナー補佐ガバナー補佐    湯本茂作湯本茂作湯本茂作湯本茂作    

 

★ 熊谷南ロータリークラブ卓話   

熊谷南ロータリークラブの皆さん、こんばんは 

本年度、国際ロータリー第 2570地第 5グルー

プのガバナー補佐を務めさせて頂いております、

行田ロータリークラブの湯本茂作と申します。

どうぞこの一年間お世話になりますが、宜しく

お願い申し上げます。先程より渡邊様、岡本幹

事様と歓談させて頂き、書類等もチェックさせ

て頂きましたが、全て適正且つ正確に処理され

ていることを確認できましたので、この事を事

前に前嶋修身ガバナーにご報告させて頂きます。

ガバナー補佐がおこなった書類点検等で問題が

なければガバナー公式訪問例会では、前嶋ガバ

ナーは書類等は見ないと言うことですのでご安

心ください。先日、熊谷南ロータリークラブさ

んから、効果的なロータリークラブとなるため

の活動計画の指標と年度計画書を拝見させて頂

きました。5年前の会員数が26名で昨年6月末

が19名、現在が19名、うち女性会員が1名と

言う事でして、今年度目標が1 

名増員で20名ですかね。平均年齢も58歳と言

う事で第 5グループの中でもお若い方だと思い

ます。一番お若いのが羽生ロータリークラブさ

んの 57・64 歳ですから。いくらも違いません

ね。年の事はお気になさらなくても結構だと思

います。 

今年度、自分の役職をスタートするのに当たり

ネットで早速、ガバナー補佐要覧を見させてい

ただきました。ガバナー補佐の仕事は、役割役割役割役割と

本日のプログラム本日のプログラム本日のプログラム本日のプログラム    １０１０１０１０月月月月１２１２１２１２日（水）日（水）日（水）日（水）    

ガバナー公式訪問ガバナー公式訪問ガバナー公式訪問ガバナー公式訪問    

会 長会 長会 長会 長 の 時 間の 時 間の 時 間の 時 間    

幹 事 報 告幹 事 報 告幹 事 報 告幹 事 報 告    

ガバナー補佐卓話ガバナー補佐卓話ガバナー補佐卓話ガバナー補佐卓話    



責務責務責務責務とが有りますね。 

ガバナー補佐の主な役割は、担当するク担当するク担当するク担当するクラブがラブがラブがラブが

効果的に運営されるよう支援する事によって、効果的に運営されるよう支援する事によって、効果的に運営されるよう支援する事によって、効果的に運営されるよう支援する事によって、

ガバナーを補佐することですガバナーを補佐することですガバナーを補佐することですガバナーを補佐することです。 

責務責務責務責務としてガバナー補佐は、、、、ガバナーとクラブ

に対して次のような 16 条からの責務責務責務責務を担って

(になって)います。その中で各クラブさんに直その中で各クラブさんに直その中で各クラブさんに直その中で各クラブさんに直

ぐに関係するのがいくつか有ります。抜粋してぐに関係するのがいくつか有ります。抜粋してぐに関係するのがいくつか有ります。抜粋してぐに関係するのがいくつか有ります。抜粋して

※をお話させていただきます。※をお話させていただきます。※をお話させていただきます。※をお話させていただきます。 

・・・・地区目標の設定を援助する 

・・・・ガバナーのクラブ公式訪問のスケジュールを調整

する 

・・・・クラブの強みや弱み、目標に対するクラブの進捗

情報をガバナーに伝える 

・・・・地区会合に出席する 

・・・・ロータリー財団のプログラムや行事、募金活動に

参加する 

・・・・将来のリーダーの育成を助長する 

※※※※クラブの状況について次期ガバナー補佐に情報

を引き継ぐ 

◎ですから、次年度ガバナー補佐を早いうちに選

任しないといけないですね。 

それとクラブに対する責務責務責務責務としては次の様な事が

御座います 

※定期的にクラブを訪問する。(少なくとも四半期に

一度)  

◎年に4回になりますね。ぺッツの時に第5グルー

プの会長さんに伺いましたら、神経使うから、ガバ

ナー補佐訪問と、ガバナー公式訪問だけの2回で十

分です。という意見が御座いまして、それなら必要

に応じてお邪魔させて頂きますと申しておきました。

次に 

※クラブ会長ヱレクトが効果的な目標を設定できる

よう援助する。 

◎これは次年度の会長予定者が目標設定するに当た

り、お助けマンになる事ですね。 

熊谷南ロータリークラブさんですと清水保入熊谷南ロータリークラブさんですと清水保入熊谷南ロータリークラブさんですと清水保入熊谷南ロータリークラブさんですと清水保入((((やすやすやすやす

とととと))))    会長ヱレクト会長ヱレクト会長ヱレクト会長ヱレクトさんになりますかね。宜しくお願

いいたします。御協力させて頂きます。次に 

※目標に向けたクラブの進捗状況を随時確認する目標に向けたクラブの進捗状況を随時確認する目標に向けたクラブの進捗状況を随時確認する目標に向けたクラブの進捗状況を随時確認する。 

◎これはホームクラブなら随時確認できると思いま

すが他クラブでは如何ですかね?心配です。努力して

みます。 

 

・ガバナーの公式訪問の計画とスケジュールを立て

る際にクラブを援助し 、これに関連するクラブ協

議会に全て出席する 

※ガバナーの要請にクラブが応じるよう働きかけバナーの要請にクラブが応じるよう働きかけバナーの要請にクラブが応じるよう働きかけバナーの要請にクラブが応じるよう働きかけ

るるるる    

◎これはガバナーのご意見を伺い各クラブに丁寧な

お願いで済むと思います。各クラブさん御協力を宜

しくお願いいたします。  

・適切な地区委員会とともに、クラブ研修のスケジ

ュールと内容調整する 

・地区リーダーシップ・プランとクラブ・リーダー

シッププランを推進する 

・将来の地区指導者を見出し、その育成を奨励する 

・地区大会およびその他の地区会合を推進する 

以上がガバナー補佐役だそうです。精いっぱい各ク以上がガバナー補佐役だそうです。精いっぱい各ク以上がガバナー補佐役だそうです。精いっぱい各ク以上がガバナー補佐役だそうです。精いっぱい各ク

ラブの為に努力して参りたいと思います。ラブの為に努力して参りたいと思います。ラブの為に努力して参りたいと思います。ラブの為に努力して参りたいと思います。    

 

2222016016016016～～～～2017201720172017 年度、国際ロータリー会長のジョン･年度、国際ロータリー会長のジョン･年度、国際ロータリー会長のジョン･年度、国際ロータリー会長のジョン･

ジャーム氏ジャーム氏ジャーム氏ジャーム氏は  

人類に奉仕するロータリー・と言っています。そし

て 

国際ロータリー第国際ロータリー第国際ロータリー第国際ロータリー第 2570257025702570 地区、地区、地区、地区、2016201620162016～～～～2017201720172017 年度・年度・年度・年度・

前嶋修身ガバナーは前嶋修身ガバナーは前嶋修身ガバナーは前嶋修身ガバナーは((((知恵と元気知恵と元気知恵と元気知恵と元気))))人類に奉仕人類に奉仕人類に奉仕人類に奉仕するロ

ータリーと題して次のような方針を謳(うたって)っ

ています。 

 

1111・・会員を増やそう・・会員を増やそう・・会員を増やそう・・会員を増やそう    

残念ながら第 2570 地区の会員数の減少が止まって

いないそうです。お隣の 2770 地区は 2011,年から

2012年度で減少傾向は止まっているそうです。日本

全体では2012～2013年度で底を打っているそうで

す。また今年度に入ってから、第1ゾーン(埼玉県か

ら以北の北海道までの地区)において当地区のみが

マイナスとなっています。前嶋修身ガバナーも気に

しておりますので、是非、皆さんで力を合わせ第

2570 地区でも一人でも二人でも増やして行きまし

ょう。会員増強の件でお話しさせて頂くと、私個人

的なお話で申し訳ないのですが、昨年、新入会員 2

名推薦させて頂きまして、御二人とも入会して頂き

まして、地区からこのバッチをご褒美に頂きました。

感謝しております。行田ロータリークラブでも私が

紹介させていただいた方が 

今現在、私含めて 13 名のメンバーが在籍しており

まして、活躍して頂いて居ります。退会者として 9

人、合わせて合計 22 名の方を紹介させて頂いた事

になります。これからもロータリークラブに相応し

い(ふさわしい)人が居りましたら行田ロータリーク

ラブにご紹介して行きたいと思っています。今年度、今年度、今年度、今年度、

補佐幹事の境野会員が一人、私も一人推薦していま補佐幹事の境野会員が一人、私も一人推薦していま補佐幹事の境野会員が一人、私も一人推薦していま補佐幹事の境野会員が一人、私も一人推薦していま

す。行田クラブでは今年スターとした時にす。行田クラブでは今年スターとした時にす。行田クラブでは今年スターとした時にす。行田クラブでは今年スターとした時に 5555名の新名の新名の新名の新

入会員が入会員が入会員が入会員がいらっしゃいます。前嶋ガバナーの方針と

してはこの他に8項目の目標が掲げられております。

内容については10月12日に前嶋修身ガバナー公式

訪問が予定にされて居りますのでその時に前嶋ガバ

ナーから直接お話し伺えますので宜しくお願いいた

します。 

 

私の今年度,第 5 グルーブガバナー補佐としての方

針をお話したいと思います。先ずは 

1・第 5 グループの会長、幹事さんに御協力頂きな



がら前嶋修身ガバナー年度を 最高に盛り上げて行

く事を願っています。何分にも前嶋ガバナーは第 5

グループから輩出しておりますので、他のグループ

補佐の方の参考になればと思っております。（第 5

グルーフ各クラブ一丸となって進めていきたいと思

います）  次に 

2・笑顔を持って楽しい会長幹事会にしたいですね。

笑顔が一番だと思います。皆様の御協力宜しくお願

いいたします。  3番目に 

3・ガバナー補佐訪問で各クラブにて約25分位の卓

話をさせて頂きたいと思います。4番目は 

4・次年度のガバナー補佐選出のクラブの検討( 本

年10月頃までに)・ 

8月4日の第2回会長・幹事会で各クラブの会長、

幹事さんに資料をお渡しして検討いただいている所

です。今月の加須ロータリークラブでのガバナー補

佐訪問の時に、次年度は順番ですと加須ロータリー

クラブさんになりますので、ご協力宜しくお願いし

ますと、会長、幹事さんにお願いをして参りました。 

次年度の準備も御座いますので、なるべく早めに皆

さんで決めて頂ければと思います。5番目は  

5・各クラブさん毎回 15000円の会費のご用意お願

いしますお一人お料理 5000 円(飲込) 残金は境野

補佐幹事にお渡しください 

6・会長幹事会のお席はご自由にどうぞ。挨拶はＲ.

Ⅰ承認年月日順にお願い致します。承認年月日は湯

本ガバナー補佐が調べてございますのでこちらから

お願いさせて頂きます。7番目に 

7・各クラブ内での問題等はメールかお電話で湯本

茂作ガバナー補佐迄お気軽にお申し付け下さい。 

各クラブにて問題点、前嶋ガバナーにお聞きなりた

いこと、など有りましたら遠慮なくお知らせくださ

い。其の橋渡し役がガバナー補佐の仕事ですので宜

しくお願いいたします。 

8・行田ロータリークラブのガバナー補佐幹事の境

野登章(たかあき)さんには、毎回司会と同行もお願

いします。会長・幹事会のご案内も、境野補佐幹事

より各クラブの会長様、幹事様と各クラブ事務局様

宛にメールにてお送りさせて頂きます。出欠の返事

も補佐幹事さんにお願いいたします。今年度の第第第第 5555

グループのＩＭはグループのＩＭはグループのＩＭはグループのＩＭは 2017201720172017年年年年 2222月月月月 4444日日日日((((土土土土))))午後午後午後午後 1111時よ時よ時よ時よ

りアイトピアりアイトピアりアイトピアりアイトピアにて予定しております。御来賓として、

前嶋修身ガバナー、野中弘之バストガバナー、鈴木

秀憲パストガバナーを始め、行田市長、工藤正司(ま

さじ))様、埼玉県議会議員、鈴木聖二(せいじ)様、衆

議院議員、野中厚様、行田商工会議所会頭小川雅以

様(この 10月が会頭の改選の時期ですので決まり次

第です)、等を予定しております。お客様並びに企画

等については、皆様の御意見等伺いながら進めて参

りたいと思います。            ※こ

こで私のロータリーに入ったきっかけやロータリー

クラブに対しての思いをお話させて頂きたいと思い

ます。ロータリークラブに入る前は、私 31 歳の時

お客様からの進めで行田青年会議所を紹介され、入

会させて頂きました。約10年お世話になりました。

委員長を2回程お世話になり、40歳で卒業しまして、

一年位しましたら、小山博先輩(行田ロータリークラ

ブ先輩)からロータリークラブを紹介されましたが、

薄々聞くところによると、金持ちのおじさんのクラ

ブと聞いておりましたので、取りあえずお断り申し

上げました。ところが有るとき小池甚太郎先輩(行田

ロータリークラブ先輩・故人)からお声が掛かり，あ

んたの店に今度食事に行くから時間取ってください

と言われ、ハイ承知しましたとお受けして、お店に

伺いましたら足利銀行の行田支店の吉沢支店長を紹

介され、私のお願いを聞いてくれよ、と小池先輩か

ら頼まれまして、何かなと思っていましたら、ロー

タリークラブという名前、あんた知てるかいと言わ

れ、小山先輩からも聞いていましたので、ちょっと

だけ聞いたことがありますよというと、じゃあ話は

決まりだね、という事で支店長からも頭を下げられ

ちゃって、頼むねの一点張りで、まあしょうがない

かという事でお世話になることに決めました。後で

小山先輩から言われましたね。私がお願いしたとき

は駄目だったのに。申し訳ございませんとお詫びを

申し上げた次第です。あれから 28 年、委員長や幹

事、そして会長職を、そして今年度はガバナー補佐

という大役を仰せつかり恐縮しております。しかし

お世話になりあっという間の 28 年間でした。私の

力でまさかこれ程の人たちを紹介できるとは夢にも

考えてもおりませんでした。入会されました皆様に

は心から感謝申し上げます。又このようなクラブを

通していろんな人に出会えたことにも感謝を感じま

す。それと人前で話すこと、何事にも挑戦、決断、

実行力等の人生の教えを頂いたのも、このロータリ

ークラブのお蔭と心より感謝をしております。又色

んな事業展開もさせて頂きました。(湯本表具店・湯

本内装・湯本レストラン・湯本健康ランド・湯本ホ

テル・・・行田・湯本天然温泉・茂美(もみ)の湯・

パチンコ・スロットのゆー友館・コンビにのローソ

ン2店舗・レンタバスの湯本交通・プレイバッハ・

湯本葬祭・東京大衆演劇・トラフグ養殖・太陽光発

電所11箇所発電所・の計14業種) 私の人生最高に

幸せを感じます。最近では、なまずと、ホンモロコ

を養殖しております。トラフグは、3 年位前から養

殖しております。これは、加須水産研究所のご指導

を頂いております。 

 

ロータリークラブでは、社会奉仕、国際奉仕等色々

ありますが、私は、職業奉仕にとても興味がありま

す。ですからいろんな仕事させて頂いていると思い

ます。 

これからも健康に注意して世の為人の為に精一杯頑

張って参りたいと思います。結びに、熊谷南ロータ



リークラブ様の益々のご発展と御参会の皆様のご健

勝、ご多幸を心よりお祈り申し上げ私の卓話を終わ

りにさせて頂きます有難うございました。 

 

 

 

 

 

� 出 席 報 告 

 
例会日 １０月５日 

 

会員数 出席 欠席 MU 出席率 

１９  １１   ８ ０ ５８％ 

お客様： 

ＲＩ第2570地区第5グループガバナー補佐 

               湯本茂作様 

ガバナー補佐幹事          境野登章様 

 

� ニコニコ BOX・異業種交流BOX 

 

渡邊藤男会長・岡本庄一郎幹事 

 皆さんこんばんは。本日は第 2570地区第 5グル

ープガバナー補佐、湯本茂作様、ガバナー補佐幹

事、境野登章様をお迎えしております。湯本ガバ

ナー補佐、境野幹事、御来訪ありがとうございま

す。我々小さなクラブですが、御指導の程、宜し

くお願い致します。 

清水保人会員 

 ガバナー補佐湯本様、ガバナー補佐幹事境野様、

ようこそおいでいただきました。本日はよろしく

お願い致します。 

島﨑次弘会員 

 第5グループガバナー補佐、湯本様、ガバナー補

佐幹事、境野様、本日は大変お世話になります。

ご指導よろしくお願いします。 

棚澤正行会員 

 第 2570地区第 5グループガバナー補佐、湯本茂

作様、ガバナー補佐幹事、境野登章様、本日はよ

うこそ南クラブへお越し頂き、ありがとうござい

ます。本日は御指導よろしくお願いします。 

岡部俊之会員 

 湯本ガバナー補佐ようこそ南ロータリークラブへ。

本日の卓話よろしくお願いします。 

井上哲孝会員 

 皆様こんばんは。台 2570地区第 5グループガバ

ナー補佐、湯本茂作様、本日はようこそお越し下

さいました。ご指導の方、宜しくお願い致します。 

 

石井一則会員 

 こんばんは！！本日はガバナー補佐湯本様、ガバ

ナー補佐幹事境野様、よろしくお願いします。 

植竹知子会員 

 ようこそ、湯本ガバナー補佐、境野補佐幹事。本

日はよろしくお願いします。小さいクラブですが、

若いです！ いつになったら秋晴れがみられるの

やら・・・健康管理に注意を！ 

矢部喜明会員 

 湯本ガバナー補佐、ようこそ熊谷南RCへ。 
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