
 

 

 

 
 

 

会長：中山登司男、副会長：夢川善裕、幹事：黒須久雄 
例会日 毎週木曜日 12:30～13:30 （最終例会 18:00～） 
例会場 三高サロン 
事務局 〒346-0003久喜市久喜中央 1-5-32 ツジヤビル 3F 

                                           

例会予告他 
 
 
 
 
 
 

 
 

12:30～ 三高サロン 
１．開会点鐘 
２．ロータリーソング 
３．来賓紹介  
４．会長挨拶  
５．卓話 
６．委員会報告 
７．幹事報告 
８．出席報告 
９．ニコニコ BOX 
10．閉会点鐘

   
 

 
皆様こんにちは。本日も、大変

お忙しい中、例会にご出席くだいま
してありがとうございます。今月は、
土・日を中心に、地区セミナーが
連続して開催されます。それぞれの
部門に関係する方々は大変です

が、どうぞよろしくお願いいたします。さて本日は、新年度にな
って第 2 回目の例会ですが、直前会長の倉持さんに卓話を
いただきます。実は私、かなり前から倉持さんに、「会長が終
わったら、例会で卓話をお願いしますね」と言っておりました。
倉持さんは、ロータリークラブの会長をされて、1 年以上にわ
たって、ご苦労といろいろな経験をされたことと思います。また、
お聞きしますと、倉持さんは、長いお休みの後、幹事を経験
することなく会長をやられたということですね。私も似たような
経緯で会長ということになりましたので、とても興味があるの 

 
 
です。どうか今日は、これまでの感想はもちろん、ロータリーの
財政のポイントなども含めて、存分にお話願いたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。 
ところで、先週の第 1回の例会では、多くの皆様のご出席

をいただきましたが、出席率の目標 80％には残念ながら達
成できませんでした。しかし、今年に入って 21 回例会があり
ましたが、その中では最高の出席率、最高の出席者数でし
た。皆様に心より御礼申し上げます。例会終了後、何人か
の先輩が、出席率アップのために、私にいろいろと助言をして
くれました。とてもありがたく思いました。 
そこで私は、「例会の出席率ってなんだろう？」と考え、少

し勉強してきましたので、ちょっとお話します。（略） 
ロータリークラブの「出席率」って、厳密に考えると結構複

雑でむずかしいですが、あまりかたく考えすぎないで、楽しく有
意義な例会をめざしてまいります。皆様のご理解とご協力を
よろしくお願いいたします。

 

7月 20日（木）振替 
7月 22日（日）献血活動 

10:00～16:00 久喜駅西口 
7月 27日（木）18:00～大浜 夜間例会 
8月 3日（木）8月誕生祝い 
8月 10日（木）ガバナー公式訪問 
 

久喜市特別支援学級合同遠足補助金贈呈 

会長挨拶：中山登司男 会長 

 



◆本日のお客様◆ 
幸手中央ロータリークラブ 菅野秀光様 
今月、幸手中央ロータリークラブでは、メイキャップ例会月間で、 
久喜 RC に来ました。今日は、よろしくお願いします。 

久喜市三箇小学校 校長 小島延之様 
毎年、久喜ロータリークラブ様には、特別支援学級合同遠足の為、ご寄付を頂きありがとうございます。 
今年は、東武動物公園に行きます。子ども達は、遠足を楽しみにしております。 

 
◆卓話◆ 直前回会長 倉持政宏会員  

皆さんこんにちは。昨年は、皆さん
に助けていただきなんとか１年間を
務めることができました。心より御礼を
申し上げます。 
 さて、本日は、中山会長に、だいぶ
前から卓話をするようにとお話をいた

だいておりました。私は、仕事柄、裏を読む癖があり、会長は
第２例会に話の下手な私を何故指名したのか考えてみまし
た。その結果、私の昨年の運営について反省し懺悔をしろと
いうことだろうと結論をだしました。 
 その懺悔につきましては、後程にしまして、皆様には興味の
ない話と思いますが、私が久喜ロータリーにお世話になった経
緯からお話をさせていただきたいと思います。 
 平成１４年に遡りますが、ある方が人間ドックに誘ってくだ
いました。そのとき胃カメラを飲み、１２月３０日に胃癌であ
るとの告知を受けました。１月１６日には胃の全摘手術を
受け、家内があと１ヶ月後だとダメでしたね、と言われたそうで
す。４０日ほど入院したのですが、胃潰瘍ということで、従業
員にも病院を教えませんでした。見舞いの方も四人様しかお
越しにならず、寂しい思いもせず、ゆっくり養生できました。 
無事、退院し内密にしていたのですが、母親が喜んで、私が
癌だったと話してしまい、お陰でいつの間にか、私は末期癌で
入院していることになっていました。 
 そんなとき、土屋先生と漆原先生が、ロータリーにお誘いに
お越しになりました。打算も有ったのですが、家内と相談し、
久喜ロータリーにお世話になることにしました。お陰様をもちま
して、噂は無くなった様です。 
 当時は、まだニュー八雲が会場で、駐車場で加藤さんとよく
御一緒になったことを覚えております。以上が久喜ロータリー
にお世話になった経緯です。 
 それでは、これからが私の懺悔です。 
 理由は覚えていないのですが、３年目のある木曜日を欠
席しなくてはならず、その日を契機にスリーピングに入ってしま

いました。その間にニュー八雲はなくなり、会場も分からずその
ままになってしまいました。しかし、野原さんが会長をされた時
をふくめて、２度ほど税金の卓話をさせていただきました。今
になりますと、野原さん方のシグナルだったと思っております。
確か２度目の卓話の時の食事一食代が、三年分の会費だ
と皆さんに冷やかされたことを覚えております。 
 ところが、二年前の３月に、金沢さんから、話があるから福
祉会館に来るように、とお話を頂きました。当時は、無防備
でしたので何も考えずにお邪魔しました。今でしたら、先輩の
話しにはきっと裏があると考えますが、金沢さんは決して悪い
話しはされない正義感の強い方ですので心配せずにお邪魔
しました。その時の話は、何にもしなくてもよいので副会長を
やらないかという話でした。わたしは、何も考えず、はい、喜ん
でと答えました。ところが、翌日私の息子が先輩から、「お前
の親父は翌年会長が回って来るのを知っていて副会長を受
けたのか」と言われてきました。わたしは、半分後悔しました
が、受けたからには責任だけは果たしたいと考え、それから例
会に出るようにしました。その後、金沢さんと正倉さんに呼ば
れ、初めて天野さんを紹介されました。お二人に励まされ、
天野さんを紹介された事が私に勇気をくださいました。 
 松崎さんが会長をされている時は、ロータリーについて勉強
をしょうと例会を含めほぼ全て出席しました。お影を持ちまし
て大変勉強になりました。 
 そして、いよいよ会長となった時、挨拶の下手さと優柔不断
なところが困ってしまいました。しかし、天野さんが幹事というこ
とで、叱咤激励をくださり、大変助かりました。また、高木学
先輩には、心肺蘇生練習キットの話を頂き、大変助かりまし
た。ただ、八年スリーピングしたため、どうしたら良いか分からな
い時もありました。その為、久喜ロータリークラブの不文律もし
らず滅茶苦茶な運営ばかりしていたと思います。 
 しかし、事務局員の退職や自分の不注意で肺炎になった
り、歯を折ったりして、ドタキャンをしてメンバーの皆さんには大
変ご迷惑をおかけしました。でも、この時久喜ロータリーの皆さ
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んは、大人の集まりである事を教えて頂きました。いつの間に
か、無言で助けていただいておりました。事務局に赤沼さんと
いう有能な方がお手伝い頂いたり、公式訪問前に財団への
寄付を集めていただいたり、市民祭りや産業祭、献血の成
功、楽しい会員旅行、若いメンバーのロータリーについての卓
話による研修、留学生の代莉さんの面倒、北陽高校のイン
ターアクトの活動等々。また、幹事の天野さんには、仕事が
忙しい中、様々なことで助けていただき、能力の無い私を、
盛り立てて下さいました。 

今はこの一年が私の財産なつています。このような素晴ら
しい機会を与えてくださったメンバーの皆さんには、大変感謝
しております。今後とも、メンバーの皆様には、是非、ロータリ
ー活動で財産を作って頂ただければと思います。きっと宝の山
がここにあると思います。今後は、皆さんへのお礼とお詫びを
込めて出席させていただきます。１年間本当に有難うござい
ました。また、皆さんにお礼とお詫びを申し上げる機会を下さ
った中山会長には、改めて御礼申し上げます。

◆幹事報告◆ 幹事（代）倉持政宏 会員 
＜例会＞ 
・7月 20日（木）⇒22日に振替 
・7月 22日（日）10:00～16:00 久喜駅西口 

献血 （昼食 11:30～13:30 福本） 
・7月 27日（木）18:00～大浜 
夜間例会 ＊送迎バス 久喜 au前 17:30発 

＜１週間の報告＞ 
◎事務局研修 
【日時・場所】7月７日（金） 清水園 

◎公共イメージ・会員増強維持部門合同セミナー 
【日時・場所】 7月 8日（土） 

 大宮ソニックシティ 市民ホール 
【出席者】中山会長、倉持公共イメージ委員長、 

天野会員増強維持委員長  
◎第 14回・日韓親善会議の申込み完了     
【日程】9月 22日（金）～24日（日） 
【出席者】林ガバナー補佐、進藤会員 
天野会員、高橋会員、横山会員  

【ガバナー事 務 所 ・地 区 より】  
◎ロータリー財団部門セミナーのご案内 
【日時】 7月 15日（土） 受付 13:00～  

点鐘 13:30～ 終了 17:30 

【場所】 大宮 清水園 
【内容】 「ロータリー財団を学びましょう」地区補助金、グ

ローバル補助金活動報告等  
◎米山記念奨学部門セミナーのご案内 
【日時】 7月 16日（日） 受付 12:30～  

点鐘 13:30～ 終了 17:00 
【場所】 ラフレさいたま ３階 櫻の間 

◎奉仕プロジェクト三部門（職業奉仕・社会奉仕・国際奉
仕）合同セミナーのご案内 
【日時】 7月 23日（日） 受付 12:15～  

点鐘 13:00～ 終了 17:30 
【場所】 大宮 清水園 

◎管理運営部門セミナーのご案内 
【日時】 7月 30日（日） 受付 12:30～  

点鐘 13:00～ 
【場所】 川口市民ホール「フレンディア」 

◎青少年奉仕部門セミナーのご案内 
【日時】 8月 6日（日） 受付 12:00～  

点鐘 13:00～ 終了 17:20 
【場所】 市民会館おおみや(小ホール) 
【内容】 委員会活動計画発表、委員会体験発表 
講演：埼玉県警察「青少年を様々な犯罪の魔手から 

守る為の危機管理」  
 

◆ニコニコＢＯＸ◆ SAA：新井 博会員 
☆菅野秀光様（幸手中央 RC）：本日は、よろしくお願いします。               
☆中山登司男会員、野原宏会員、鈴木つね子会員、冨田英則会員： 
倉持直前会長、卓話よろしくお願いします。 

☆倉持政宏会員、伴光治会員：本日は、よろしくお願いします。 
☆蓮実利勝会員：中山年度よろしく。 
 

◆出席報告◆ 出席委員会：尾崎敏彦会員 
会員数 48 
免 除 ９ 
出 席 27 
ＭＵ 3 
欠 席 9 
出席率 76.92％ 

 

本日の合計  19,000円 
前回まで 99,000円 
累 計 108,000円 
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