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石井
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◎点鐘：石井典男会長

幹事報告

典男 会長

石田

純道 副幹事

本日は第 2570 地区ガバナー補佐、湯本茂作氏をお迎えし

●

2013-14 中井ガバナーより

等につきまして、ご報告申し上げたところでございます。湯

●

熊谷警察官友の会長より

ての例会です。先程湯本ガバナー補佐には、当クラブの概要
本補佐は、行田市埼玉において、湯本内装（株）をはじめい
くつかの会社を多角経営されていらっしゃいます。前回の第
５グループ会長・幹事会では、宴会の席上ご自分のところで
養殖されている、フグをごちそうしていただきました。

話は変わりますが先日、富岡熊谷市長のお母様が亡くなら

れて、本日午後６時がお通夜、明日午前 11 時から告別式だ
そうです。当クラブは、熊谷南クラブさんと歩調を合わせ弔

ビジョン策定特別委員会

活動趣意書
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安藤

久乃 委員

電を打つという事に致しました。皆様の御了解を宜しくお願
い申し上げます。

また話は変わりますが、明日は熊谷市の優秀建設工事表彰

式並びに、安全大会がさくらめいとにて行われます。優秀建

設工事につきましては、代表的な７業種、即ち建築・土木・
とび土工・電気・水道・舗装・造園ですが、当社も優秀建設
工事に選ばれまして代表で、謝辞をのべるようご指名をいた
だきました。大変名誉なことだと思っております。また交通
安全関係のことで恐縮ですが、明後日 10 月 14 日まで、熊

谷市は埼玉県知事から交通事故防止特別対策地域に指定され

ております。７月 15 日から３か月間続いたわけですが、そ
の間に交通死亡事故は１件でありました。熊谷地区で３カ月

間に交通死亡事故が、
１件大変素晴らしい記録だと思います。
これから年末に向かいまして、
慌ただしい時期になりますが、
交通事故を防止して楽しい人生有意義なロータリアン生活を
送っていきたいと思います。お互いに頑張りましょう。有り
難うございました。

石井典男会長・武藤正副会長

本日は湯本茂作ガバナー補佐様、宜しくお願いします。境野
登章ガバナー補佐幹事様、ようこそお越しくださいました。
石井典男会長

本日は第 2570 地区ガバナー補佐湯本茂作様、ご来訪有難
うございます。
心より歓迎申し上げます。
市川富夫幹事

本日は湯本ガバナー補佐様、境野補佐幹事様、お世話になり
ます。
所用により、欠席となりますが、宜しくお願い致します。
高橋勤二会員

本日は湯本ガバナー補佐お世話になります。
浅井純次会員

第 2570 地区グループガバナー補佐、湯本茂作様、本日は

〈本日 10/19 のプログラム〉

宜しくお願い致します。

クラブ協議会
第 2570 地区ガバナー公式訪問（前嶋修身ガバナー）

野中弘之会員

湯本ガバナー補佐ようこそ、本日はよろしくお願い致します。
岩崎孝男会員
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本日は湯本ガバナー補佐訪問、宜しくお願い致します。

て頂きました。５年前の会員数が 32 名で昨年６月末が 28

清水利夫会員

名、現在この７月までに２名の会員増強がなされ現在 30 名

湯本第５グループガバナー補佐のご来訪を心から歓迎申し上
げます。

だそうで、うち女性会員が２名と言う事でして、今年度目標
が 2 名増員で 30 ですが、既に目標が達成されてましておめ

井桁憲治会員

ガバナー補佐湯本茂作様、幹事境野様、今日のご指導宜しく
お願い致します。
湯本さんの笑顔で第５グループを元気にしてください。
小川 智会員

第 2570 地区第５グループガバナー補佐湯本茂作様のご来
訪を心より歓迎申し上げます。本日の卓話、宜しくお願い致
します。

でとう御座います。お疲れ様でした。又平均年齢も 65 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

石田純道会員

湯本ガバナー補佐、本日はありがとうございます。初めての幹
事席でちょっと緊張しています。宜しくお願い致します。

の仕事は、役割と責務とが有りますね。
ガバナー補佐の主な役割は、担当するクラブが効果的に運営

安藤久乃会員

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

本日は湯本ガバナー補佐様、境野様、ようこそお越し下さい

す。

ました。よろしくお願い申し上げます。

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 ヵ条からの責務を担って ( になって ) います。そ
の中で各クラブさんに直ぐに関係するのがいくつか有りま

ニコニコ BOX

本日

累計

10.12

￥18,000

￥278,000

・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

40 周年実行委員会
井桁

す。抜粋してお話させていただきます。

・クラブの強みや弱み、目標に対するクラブの進捗情報を

憲治 委員長

ガバナーに伝える
・地区会合に出席する

記念誌発行打ち合わせについて

・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

卓話
湯本

◎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

茂作 ガバナー補佐

いけないですね。
それとクラブに対する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。(

熊谷東ロータリークラブの皆さん、こんにちは。
本年度、国際ロータリー第 2570 地区第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。先程より石井会長様と歓
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

◎ 年に

少なくとも四半期に一度 )

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

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、 する。
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、熊谷東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
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◎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。
熊谷東ロータリークラブさんですと小川智会長ヱレクトさん
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。
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◎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。

から直接お話し伺えますので宜しくお願いいたします。

・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

私の今年度、第５グループガバナー補佐としての方針をお話

クラブを援助し、これに関連するクラブ協議会に全て出

したいと思います。先ずは

席する。

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

※ガバナーの要請にクラブが応じるよう働きかける

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

◎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

ます。何分にも前嶋ガバナーは第 5 グループから輩出し

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

ておりますので、他のグループ補佐の方の参考になれば

ます。

と思っております。
（第 5 グループ各クラブ一丸となって

・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

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

・地区リーダーシップ・プランとクラブ・リーダーシップ

一番だと思います。皆様の御協力宜しくお願いいたしま

プランを推進する

す。３番目に

・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。精いっぱい各クラブの為

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

に努力して参りたいと思います。

頃までに ) ８月４日の第 2 回会長・幹事会で各クラブの

2016 ～ 2017 年度、国際ロータリー会長のジョン ･ ジャー

会長、幹事さんに資料をお渡しして検討いただいている

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

所です。今月の加須ロータリークラブでのガバナー補佐

際ロータリー第 2570 地区、2016 ～ 2017 年度前嶋修身

訪問の時に、次年度は順番ですと加須ロータリークラブ

ガバナーは ( 知恵と元気 ) 人類に奉仕するロータリーと題し

さんになりますので、ご協力宜しくお願いしますと、会長、

て次のような方針を謳 ( うたって ) っています。

幹事さんにお願いをして参りました。次年度の準備も御

1・・・会員を増やそう

座いますので、なるべく早めに皆さんで決めて頂ければ

残念ながら第 2570 地区の会員数の減少が止まっていない

と思います。５番目は

そうです。お隣の 2770 地区は 2011 年から 2012 年度で

５. 各クラブさん毎回 15000 円の会費のご用意お願いしま

減少傾向は止まっているそうです。日本全体では 2012 ～

す。お一人お料理 5000 円 ( 飲込 )

2013 年度で底を打っているそうです。また今年度に入って

にお渡しください。

残金は境野補佐幹事

から、第１ゾーン ( 埼玉県から以北の北海道までの地区 ) に

６. 会長幹事会のお席はご自由にどうぞ。挨拶はＲ . Ⅰ承認

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

年月日順にお願い致します。承認年月日は湯本ガバナー

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

補佐が調べてございますので、こちらからお願いさせて

2570 地区でも、一人でも二人でも増やして行きましょう。

頂きます。7 番目に

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

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

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、

ナー補佐迄お気軽にお申し付け下さい。

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

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、

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

など有りましたら遠慮なくお知らせください。其の橋渡

でも私が紹介させていただいた方が今現在、私含めて 13 の

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

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。

ます。

退会者として９人、合わせて合計 22 の方を紹介させて頂い

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

た事になります。これからも、ロータリークラブに相応し

かあき ) さんには、毎回司会と同行もお願いします。会長・

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、

幹事会のご案内も、境野補佐幹事より各クラブの会長様、

ご紹介して行きたいと思っています。今年度、補佐幹事の境

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

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

頂きます。出欠の返事も補佐幹事さんにお願いいたしま

年スタートした時に５名の新入会員がいらっしゃいます。前

す。今年度の第５グループのＩＭは 2017 年２月４日 ( 土 )

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

午後１時よりアイトピアにて予定しております。御来賓

ております。内容については 10 月 19 日に前嶋修身ガバナー

として、前嶋修身ガバナー、野中弘之パストガバナー、

kumagaya-east-rc.com
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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
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

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

院議員、野中厚様、行田商工会議所会頭小川雅以様 ( こ

ております。なまず・ホンモロコの養殖については加須水産

の 10 月が会頭の改選の時期ですので決まり次第です )、

研究所のご指導を頂いております。

等を予定しております。お客様並びに企画等については、

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

皆様の御意見等伺いながら進めて参りたいと思います。

が、私は、職業奉仕にとても興味があります。ですからいろ

※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

んな仕事させて頂いていると思います。

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

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

リークラブに入る前は、私 31 歳の時、お客様からの進めで

りたいと思います。結びに、熊谷東ロータリークラブ様の益々

行田青年会議所を紹介され、入会させて頂きました。約 10

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

年お世話になりました。委員長を２回程お世話になり、40

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

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

した。

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
長様を紹介され、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

湯本茂作ガバナー補佐様

ありがとうございました。

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

境野登章ガバナー補佐幹事様
ありがとうございました。

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・コンビ二のローソン 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

〈次回 10/26 のご案内〉
夕刻例会（熊谷南ＲＣと合同）熊谷東ＲＣ例会場にて

の人生最高に幸せを感じます。最近では、なまずと、ホンモ
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卓話

米山奨学生 (2 名予定）

