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インスピレーションになろう

野中 弘之氏

平成30年9月5日
◎司会：石井 典男 副 SAA

◎点鐘：市川 富夫会長

たことで、ロータリー精神の提唱者で、その最初に生まれた

会長の時間
市川 富夫

18時30分

ロータリー・クラブの会長を辞退したこの人こそ、国際的な

会長

組織に発展した、国際ロータリーの初代会長となったのです。
初設立から、ロ―タリー・クラブ～全米ロータリークラブ連

ポール・ハリス・最初で最初でない会長
ポール・ハリスはロータリークラブの初代会長で有ったのか、 ノー
ポールハリスは国際ロータリークラブの初代会長で有ったの
か、イエス
ポール・ハリスは、１９０５年にシカゴで最初のロータリー・

合会～ロータリークラブ国際連合会～国際ロータリーに変
わって行きました。
例会日

出席

欠席

MU

出席率

9.5

20

8

0

71.43%

クラブを組織にした創設者でしたが、その組織のクラブ会長
に選ばれたのは、もう一人の創立会員。シルベスター・シー

第三回理事会報告

ルだったのです。
１９１０年までにまでに１６のロータリー・クラブが結成さ
れ、これらが「全米ロータリー・クラブ連合会」と称する団
体を発足しました。
２年後、この名称はカナダ・イギリス・アイルランド・スコッ
トランドにも結成されたことを受けて「ロータリー・クラブ
国際連合会」に変更されました。１９２２年になって、この
名称は「国際ロータリーに短縮され、１９１０年にロータ
リー・クラブからなる最初の組織が創設された時にその「国
際ロータリー」初代会長に選出されたのが

・ガバナー補佐訪問の件
・ガバナー公式訪問の件（熊谷籠原・熊谷南・熊谷東
・忘年家族例会

合同）

12/15( 土 ) に日程変更

・9・10 月プログラム（別紙）
・職業奉仕委員会より
職場訪問の件

10：15 出発（25 名参加）

ポール・ハリス

です。
彼は、１９１０年から１９１２年までの２年間、会長を務め
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例会企画委員会

幹事報告
浅井 純次

中山 康徳

幹事

委員長

地区事務所より
・ガバナー月信は、2 か月 1 回発行となります。
（地区のＨＰに掲載）

・ＲＬＩ資料

9月5日

理事会報告
会員卓話

・クラブ研修リーダーセミナーの案内
10/20( 土 )13：00 ～

9 月 プログラム

紫雲閣

会員へアンケート（本日実施）

9 月 12 日 職場訪問

野中弘之会員

スバル工場見学（詳細は後日案内あり）

9 月 19 日 外部卓話

高木侃ただし氏

9 月 26 日 夕刻移動例会（魚勝 )
誕生祝い

・国際奉仕部門セミナー報告
日豪青年相互不問団員募集案内
2017-18 日豪相互訪問報告書
比国育英会バギオ基金より
バギオだより

9 月号

10 月 プログラム
10 月 3 日

クラブフォーラム

熊谷市美協会より

ガバナー訪問について

10 月 10 日 休会

会報№ 42
立正大学ラグビー部後援会より

( 定款第八条による）

10 月 17 日 米山奨学生

卓話

タン・ワンキーさん ( 熊谷南ＲＣ）

10 月 24 日 ガバナー補佐訪問

後援会会報№ 15

國分忠志氏Ｇ補佐

雀幸園より

10 月 31 日 ガバナー公式訪問

( 熊谷籠原ＲＣ）

( 熊谷籠原・熊谷南・熊谷東

残暑見舞い

茂木

吹上ＲＣより

正

3 クラブ合同）

ガバナー（本庄ＲＣ）

クラブ協議会（ＲＬＩ方式）

年度計画書

〈本日 9/19 のプログラム〉
外部卓話 高木侃氏
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理事会報告
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浅井純次会員

ニコニコ BOX

1 熊谷東ロータリークラブゴルフ同好会を発足しました。会長・

細川 末廣 委員

斎藤さん、幹事・野村さん、浅井です。宜しくお願いします。
2 野中さん、本日の卓話楽しみにしておりました。宜しくお
願い致します。
蛭川俊也会員

市川会長・藤澤副会長・浅井幹事
市川年度は 3 ヶ月目に入りました。アイドリングも終了し、

野中さん卓話宜しくお願いします。楽しみにしていました。
井桁憲治会員

ギアをＵＰしてがんばります。

野中弘之さんの卓話と絵画を楽しみにしておりました。

市川富夫会長
野中弘之さんの、大野先生の思い出卓話に、どのようなこと
になるのか、楽しみにしていました。卓話宜しくお願いしま
す。貴重な絵で目の保養できました。有難う御座います。
石井典男会員

細川末廣会員
野中さんの卓話楽しみにしていました。大野先生のご様子も
気になります。
ニコニコ BOX

本日

累計

9.5

￥19,000

¥210,100

本日は、野中弘之さんによる会員卓話で、所有されている大
野先生の作品の中から、８点を選びお話をいただくもので、
エピソードなど拝聴できるものとご期待しています。
清水利夫会員
まず一句「ヘボ川柳

読み手次第で

良く聞こえ」へたな川

柳でも、読み手の工夫で、おもしろおかしく聞こえるように、

職業奉仕委員会
岩崎 孝男

委員長

職場訪問について

いつも読んで頂いています。
感謝です。本日は野中さんの卓話、楽しみにしていました。
斎藤勝治会員
妻の誕生祝

ゴルフ同好会

ありがとうございました。

斎藤 勝治

吉田 繁会員
本日

所用で欠席させていただきます。野中さんの絵画が見

同好会会長

ゴルフ同好会発足に関して

られなくて、残念です。
宮川 進会員
野中パストガバナー

本日の卓話

楽しみにしてます。宜し

くお願いします。
新井公二会員
野中さん本日の卓話

宜しくお願い致します。

中山康徳会員
本日の会員卓話は「私のお預かりしている大野先生の作品の
中から」との題目で、野中会員には、宜しくお願い致します。
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会員卓話
野中 弘之 会員

所有の大野百樹氏絵画 8 点を会場に展示しました。
「私のお預かりしている大野先生の作品の中から」
ちょっと変わった趣向かもしれないが、持ち運び出来る作
品の中から選んで来ました。皆さんおなじみの大野先生のお
作を楽しんでいただければと思います。
実は、まったく違う話をしようと思っていたのですが、以
下のことが重なって今回のことを思いつきました。
1）つい最近大野先生と奥様にお目に掛ることが出来て、会
員皆様にしばらく前にお目に掛った時と同じようにお元気で
過ごされていることを皆さんにお伝えしたかったこと
2）市川会長の年度方針「五感を使ってロータリーを楽しも
う」がひらめいたこと大野先生は大正９年９月３日生れ、２
日前満９８才になられました。当クラブの名誉会員となられ
て３２年、当クラブの心のバックボーン的な存在であられま
した。私にとりましては、まさに人生の師であり、大恩人と
いった方であります。
本日持参した作品は、色紙５点、本画２点と掛け軸１点で
すが、最も古い作品と最近のものの間には約 60 年の隔たり
があります。
・
『丘』昭和３２年

秋の院展出品作 (37 才 )（169×141）

大きすぎて持参できませんが、これが大野先生と我が家との
ご縁の始まりです。三人の女性の一人が 12 才の私の家内で
す。我が家の永遠の宝
・
『竹林』昭和 37 年（42 才）
大野先生の数少ない軸で非常に貴重な完全な姿で残してあり
ます。

夕刻移動例会（魚勝）/ 誕生祝い

掛けるのは正月だけです。
・
『富士』平成の初めころ、お願いして描いていただいた
・
『北国の月』平成 22 年「卒寿記念大野百樹日本画展」( 日
本橋三越 )
・色紙『柿』
『ぶどう』
『富士』
『紅梅」
『竹ノ子』の順
市川会長が落款も見ずに「柿」
「ぶどう」が古いことを当
てたことには全く驚きました。沢山のニコニコＢＯＸありが
とうございました。

9-4

〈次回 9/26 のプログラム〉
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