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通算 第2058回  【例会】　創立 45 周年記念忘年家族例会 令和3年12月22日

◎司会：宮川 進 正 SAA　◎点鐘：野澤 正春 会長

45 周年記念例会　会長挨拶

野澤 正春　会長

幹事報告

清水 利夫　幹事

地区事務所より
　ロータリー文庫デジタル化済資料廃棄の件 
　本年度中に廃棄決定（デジタル化）
　第２回社会奉仕セミナー開催の案内
　令和４年１月２３日（日）　12：30 ～
　国立女性教育会館　研修棟　講堂
バギオ基金より
　2020 年度事業報告書・基金への寄付のお願い
熊谷青年会議所より
　新年会の案内
　1 月 14 日（金）熊谷スポーツホテル
　レジェンドホール　18：00 ～
高城神社より
　令和 4 年元旦祭の案内　1 月 1 日（土）8:00 ～
熊谷警察官友の会より
　新春懇親会並びに優秀警察官表彰式開催の案内
　2 月 9 日（水）18：00 ～
　マロウドイン熊谷　2F「飛天」

例会日 出席 欠席 MU 出席率
12.22 20 3 0 87%

〈本日 4/6 のプログラム〉
理事会

誕生祝（2・3・4 月）
外部卓話　カクタクリニック院長

【角田 修　氏】

国際ロータリー第２５７０地区、熊谷東ロータリー
クラブは、１９７６年１１月に創立し、今年で、
４５年を迎えました。
通常でしたら、記念式典とし皆様と共に祝いたかっ
たのですが、現在のコロナ渦において、安全のため
今回の記念例会として行うこととなりました。
　ご来賓の皆様、ご多忙の中、ご出席いただきまし
て、ありがとうございます。
　私は、入会１０年余りで会長職を任されて、諸先
輩方から、クラブの歴史等をうかがい、改めてこの
クラブの伝統を受け継ぐ責任を感じました。
本日は、チャーターメンバーの方に当時を振り返っ
てスピーチをして頂き、又、直近５年パスト会長の
スピーチもございます。
皆様、ささやかではございますが、この記念例会を
どうぞお楽しみください。
以上、本日は宜しくお願い致します。
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45 周年に思うこと

清水 利夫　幹事

　その 2 つ目が、今でいうガバナー補佐、当時の
分区代理という職務を仰せつかったことでした。当
時は、熊谷市内の５クラブだけが第５分区というグ
ループになっていました。
野中さんよりも５年も先に、この役職を担当するこ
ととなりました。
　3 つ目が、会員の皆様から、いつも大事にされて
きたことです。私としては、このような役職を皆様
からお預かりしたことや、会員の皆様からいつも大
切にされてきたことから、何とかクラブのために
目立たない形で貢献したいと考えるようになりまし
た。今から 10 年以上前のことです。そして私なり
にその答えが見つかりました。
それは、ニコニコ BOX の投函でお役に立とうとい
うことでした。
　その時、私は、次の 2 点を実行することを決め
ました。
1 つ目は、機会があった場合にはニコニコに必ず投
函する。
2 つ目は、投函する金額は、最低でも 2,000 円以
上とする。
このような決心のもとに、私は、10 年以上、ニコ
ニコの投函を実行してきています。
そして今後もこれを続けて行きたいと思っています。
　これは、私が皆様から大変お世話になっているの
で、何とかクラブのためにお役に立ちたいという気
持ちを形にしたものです。
　皆様、これからも、よろしくお願い申し上げます。

　このクラブが創立されたのが昭和 51 年でした。
私は、同じ昭和 51 年の 5 月に弁護士を開業しまし
た。32 才の時でした。当クラブでは、当時は最年
少の会員でしたが、45 年たった今では 77 才となっ
てしまい、上から 4 番目の高齢会員となりました。
　この創立からの 45 年間において、私にとって記
念すべきことがいろいろありました。
そのいくつかを紹介したいと思います。
　その 1 つ目が、当クラブの創立 20 周年の時でし
た。記念事業として、当クラブがスポンサークラブ
となって熊谷南 RC を創立することとなりました。
その時、私は、特別代表を仰せつかり、皆様のご協
力を賜り、無事熊谷南 RC を創立することができま
した。

熊谷剣道連盟　会長　狩野清志　様
　　〃　　　　理事長　柿沼日出美　様
　　〃　　　　事務局長　秋山　守　様
当クラブ　清水利夫会員　令夫人　清水ナツエ　様
　　〃　　藤澤貞彦会員　令夫人　藤澤節子　様
　　〃　　新井公二会員　令夫人　新井弥生　様
　　〃　　中山康徳会員　令夫人　中山延枝　様
　　〃　　細川末廣会員　令夫人　細川涼子　様
　　〃　　草薙友光子会員
　　　　　パートナー　　  草薙光 ( あきら )　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

お客様紹介
石井 典男　副会長
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45 周年記念例会

野中 弘之　会員

クラブ創立 45 周年、まことに感慨無量です。私は
40 才で創立メンバーとして入会しました。皆さん
にお祝いを申し上げる前に、よくぞ生きてこの場に
いられると自分自身にお目出とうと言いたい気持ち
です。長生きの大きな原因はロータリアンであった
お陰と思っています。
　よく私は若い留学生などに、人生はその人の能力
や努力ばかりでなく「縁」とか「人との出会い」や「運」
といった予見出来ないものに大きく左右されると話
します。
　私とロータリーとの出会いもまさにこれで、家内
との「縁」がきっかけで、結婚間もなく先代が 50
代の若さで亡くなり後を引継ぐことになりました。
サラリーマンからの未経験の商業の道に入り、知る
人の居ない熊谷の住民となりました。
　そこで、二人の熊谷クラブのロータリアンの知遇
を得て、多くの優れた人たちと知り合う機会として
ロータリークラブへの入会を勧められました。当初
熊谷クラブの予定でしたが、たまたま熊谷東クラブ
が新たに立ち上がりつつあった時で、私の立場をご
存じのお二人が「出来上がってしまったクラブより
新しいクラブのほうが活躍の機会が多いだろう。」
とのことで熊谷東ロータリークラブでの創立メン
バーの一人に加えていただきました。
　このようなわけで、ここまでのところ私の意志は
ほとんど入っておりません。

「運」としか言いようがありません。
　11 月 24 日の創立総会に出席、熊谷クラブから
のキーメンバー７名と新メンバー 31 名の 38 名の
方々でしたが、私の知っている方は１人もおりませ
んでした。
　ここから私の熊谷での人生が変わりました。実に
これだけの各業界のトップクラスの方々と親しく知
り合えることは夢のようなことです。

例会も初代会長の武藤さんのお人柄と方針もあっ
て、和気あいあい、出席が本当に楽しみでした。
　私も与えられた部所は一生懸命やりながら、自分
の取組みたいテーマを見つけました。「青少年の国
際交流」です。地区の役員として長年取り組み、日
豪青年、日比高校生相互訪問、財団奨学生など、派遣、
受け入れを考えると 400 名位にはなるでしょう。
　クラブから地区役員として知り合いを広め、この
国際交流から海外（主としてオーストラリア、フィ
リピン）のロータリアンとも友人、知人を作ること
が出来ました。基本に熊谷東ロータリークラブに入
会出来たということがあって、私の交流は末広がり
のように広がり、私の後半の人生を豊かなものにし
て頂いたとロータリーに感謝です。
　その後、ガバナー補佐（小池年度）2005 ～ 06
年度には会員皆さまのご協力のもと RI 第 2570 地
区ガバナーの重責をも務めさせていただきました。
　お世話になった多くのロータリアンに心よりの感
謝を申し上げ、その基本である熊谷東ロータリーク
ラブの創立 45 周年に心よりの祝意を申し上げたい
と思います。
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「ロータリーあれこれ、思いつくままに」

岩崎 孝男　会員

　各年度の計画書に掲載されている当クラブの誕生
は、１９７６年１１月２４日に設立され、翌年の１月１７
日にクラブとして認証されました。スポンサークラブ
は熊谷ロータリークラブ特別代表は近藤義次様にて、
１９７７年１０月８日に認証状伝達式 ( チャーターナイ
ト) が４２名の会員にてここ流通センターの会館で行
われましたが、私の入会は８月２４日で入会後１ケ月
少々にてチャーターナイトを経験しました。緊張の連
続だった事を思いだされます。それから、今年で４４
年がたちましたが、今ではチャーターメンバは清水さ
んと野中さんと私の３名に成りました。
一番の理由はそれぞれの方が高齢とか、又、子クラ
ブとして南クラブを特別代表として清水会員の努力に
て誕生させ、キーメンバとして 1０名近くの会員が移
籍なども在りました。４４年の過去を振り返れば、い
ろいろな事も在りました。

歴代の会長さんと年度の理事・役員さんの努力で、ク
ラブも４４年継続しておりますが現在のコロナ過をど
うかじ取りをし、運営を継続していくのも大変な努力
を要する事と思います。

ここで、提案があります。
昔のロータリーには、厳しさが在りました。
ただ、厳しいのでは無く思いやりも、ありましたよ。
今は、どうでしょうか。
一つの組織として、厳しのが良いとは思いませんが、
組織としてのルールは守りたいと思いませんか。
昔は、例会欠席の場合にはメーキャプカード ( 他クラ
ブ訪問 ) の提出とか６０% 以上の例会出席とかいろい
ろ在りましたよ。

何も、それが良いとは思いませんが、現況を考えると、
魅力あるクラブ運営を一番に考えなければだと思います。

「魅力あるクラブに魅力ある仲間たち」のクラブに、
野沢会長さんの持前の明るさを前面に出していただき
クラブ運営をお願いし、卓話を終了させていただきま
す。私も若かった４４年前の３７歳でチャーターナイト
を経験しました。
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　創立 45 周年記念例会に参加することができて光栄
に思います。
名誉会員には、小澤聡、大野百樹両先輩と私が推挙
されましたが、残念ながらお二人が物故され淋しい限
りです。今例会では、チャーターメンバーである野中
弘之、岩崎孝男、清水利夫の 3 氏が創立当時の事を
お話してくれるとのこと、楽しみにしています。45 年
前に経験した若き日の想い出が、多くの先輩の顔と共
に甦るのではないでしょうか。
　東ロータリークラブの歩みはそれぞれの時代を背景
に、その時のメンバーが協力して楽しみながら紡いで
きた歴史そのものであります。昨今のように歴史に色
濃く記されるであろうコロナ渦、世界中が暗く沈んで
いるような状況下で行われた 45 周年記念例会、2 度
目の東京オリンピック・パラリンピックと共に記録され
るでしょう。
　ロータリーはどんな逆境であっても、冷静さを保っ
て話し合いながら一歩一歩力強く進む団体です。次な
る 50 周年に向かって更なる発展を願っています。

　熊谷東ロータリークラブ創立 45 周年、おめでとう
ございます。
　本日は、このようなおめでたい席にお招きをいただ
きありがとうございます。
　先日、深谷公民館で開催中の NHK 大河ドラマ「晴
天を衝け」で話題の渋沢栄一ドラマ館に行ってきまし
た。地元に居ながらあまり知らなかった渋沢栄一の業
績について詳しく知り、感銘を受けたところです。渋
沢栄一の企業理念には、近江商人の「売手よし、買
手よし、世間よし」の「三方よし」の精神が深く根付
いていると知りました。商売において「売手と買手が
満足するのは当然ですが、社会に貢献出来てこそ、良
い商売と言える。」との思考は、まさにロータリークラ
ブの奉仕の精神に繋がるものだと思います。
　熊谷東ロータリークラブの皆様には青少年の健全育
成のため「青少年剣道大会」を創立間もないころから
開催していただき、昨年 40 周年を迎えました。残念
ながら昨年と今年はコロナの影響で開催できませんで
したが、来年度以降引き続き開催できますようご協力
をお願いいたします。
　大相撲の国際化が進む中で、今年 4 月、日本相撲
協会に対して有識者会議は５つの提言を行いました。

「相撲道とは何か」「国技の伝統を担う意味とは何か」
を問うなかで、柔道のように脱日本化を進めるのか、
脱日本化をせず文化と伝統を守る剣道の歩んだ道を
選ぶのかを検討し、剣道の道を選ぶべきであると結
論付けています。我々剣道を学ぶものとしては、気持
ちをあらたにして、剣道を通じて日本の文化と伝統を
末永く子供たちに伝えていかなければならないものと
確信しております。
　今後とも、皆様のご支援とご協力を得ながら、剣
道連盟としても、青少年の健全育成と伝統継承に努力
してまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上
げます。
　言葉が整いませんが、お祝いの挨拶をさせていた
だきます。
　本日は、創立 45 周年まことにおめでとうございます。

熊谷剣道連盟会長

狩野 清志　様

来賓祝辞

小島 敏男　様
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ニコニコ BOX
市川 富夫　委員 

野澤会長・石井副会長・清水幹事
創立 45 周年記念忘年家族例会おめでとうございま
す。皆様本日は宜しくお願いします。
野澤正春会長
熊谷東ロータリークラブ創立 45 周年記念忘年家族例
会おめでとうございます。
よろしくお願いします。
野中弘之会員
クラブ創立 45 周年、さまざまな意味で感無量です。
清水利夫会員
創立 45 周年おめでとうございます。今宵は大いに楽
しみましょう。
草薙友光子会員
45 周年が行えることがとてもうれしく思います。忘年
家族例会も同時に行なえ皆様と主人と一緒に今夜は
楽しく過ごしたいと思います。
細川末廣会員
コロナ渦で心配していましたが 45 周年の記念例会が
出来ました。今夜はしっかり祝い楽しみましょう。
高橋勤二会員
祝　45 周年　！
小川智会員・角田健会員
熊谷東ロータリークラブ創立 45 周年　まことにおめ
でとうございます。
本日は宜しくお願い致します。
藤澤貞彦会員
忘年家族例会、親睦委員会の皆様ご苦労様です。
お世話になります。
岩崎孝男会員
今日はお世話になります。
宮川進会員
熊谷東 RC　45 周年お目出とうございます。
益々のご発展を祈念いたします。

中山康徳会員
本日は妻と同伴で宜しくお願い致します。久しぶりに
多くの皆様に会えて楽しい時が過ごせます。
浅井純次会員
今年は家族例会が行われ、お慶び申し上げます。
今年はお世話になりました。
来年もよろしくお願いいたします。
野村泰豪会員
45 周年おめでとうございます。
新井公二会員
本日、2 名でお世話になります。
市川富夫会員
創立 45 周年おめでとうございます。
役員の皆さん　あと半年がんばって下さい。

ニコニコ BOX 本日 累計

12.22 ￥74,000 ¥266,000
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❖ 二部　忘年家族例会 ❖ ❖ アトラクション ❖

会長挨拶
野澤 正春　会長 

チェロ・ギター

須田 千香良 & 後藤 貴徳　演奏

乾杯
草薙 友光子　P 会長 

5 年を顧みて
小川 智　会員 

5 年を顧みて
市川 富夫　会員 

5 年を顧みて
浅井 純次　会員 

P 会長
岩崎 孝男　会員 

剣道連盟理事長
柿沼 日出美　様 

P 会長
清水 利夫　会員

閉会挨拶
浅井 純次　会長エレクト

合唱　「手に手つないで」
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❖ 忘年家族例会の様子 ❖

〈次回 4/20 のプログラム〉
熊谷市長　卓話
小林 哲也　氏


