
 

 

 

第 2208 回（11 月 10 日）例会報告 

●点  鐘  長谷川博 会長 

●ロータリーソング  奉仕の理想 

●４つのテスト 

●来訪者紹介 

  行田ロータリークラブ 会長 鴨田 武 様 

      〃      幹事 倉持好二郎 様 

  埼玉浮き城プロバスクラブ  山田義明 様 

  米山記念奨学生 テイ チン さん 

●会長報告  長谷川博 会長 

●幹事報告  上原謙一 副幹事 

●結婚記念 阿部秀二郎会員、藤倉武会員、 

町田知啓会員、田中利幸会員、 

前澤忠会員 

●誕生祝   長谷川博会長、田邉弘司会員、山際満会員、

長島豊会員   

 ●出席状況報告  中村重継 委員長 

●ニコニコ報告 長島 豊 委員長 

●米山記念奨学金授与 

米山記念奨学生 テイ チン さん 

●「ロータリーの友」読みどころ紹介 

ロータリー雑誌委員会 島﨑義春 委員 

●委員会報告  

ものつくり大学交流委員会 

田中利幸 委員長 

●本日の卓話 

  パスト会長 清水孝男 会員 

●点  鐘  長谷川博 会長 

●点  鐘  長谷川博 会長 

 

 

点 鐘  

ロータリーソング  

４つのテスト 

 

来訪者紹介 長谷川博 会長 

 

  行田ロータリークラブ 会長 鴨田 武 様 

 

会長報告 

 

【文化の日の式典にて表彰】 



 

                長谷川博 会長 

皆さん、こんばんは。清水パスト会長卓話例会に出

席ありがとうございます。ご承知のように、清水パス

ト会長の会社は創業 240年を越える老舗でございます。

近年はエンジニアリングの会社として地元行田にしっ

かりと地盤を固め、高収益企業の代表者でございます。

行田商工会議所の会頭に任じられ最近旭日小綬章とい

う勲章を受章され国からも貢献が認められております。

また、ロータリーにおいては、在籍 50周年を迎えられ、

先日の地区大会で表彰されました。また、清水さんは、

さくら RC の創業者の一人でございまして、さくら RC

のさくら植樹の生みの親でございます。会長、理事等

重要ポストを歴任され、当クラブの希望の星でござい

ます。以上、まだまだお話することはたくさんござい

ますが、ご本人の卓話が中心の例会でございますので

……。 

今後とも健康でロータリー活動を楽しまれ、百歳で

現役ロータリアンを目指して頑張って欲しいと思いま

す。本日はありがとうございました。 

 

幹事報告 

 

              上原謙一 副幹事 

幹事報告をさせていただきます。 

FAX で、連絡させていただきましたが、来週の例会は、

大学側の事情により、24 日に変更になりました。 

よろしくお願いいたします 

本日は、第 6 回理事会が、行われました。 

第 1 号議案  １２月のプログラム 

第２号議案  次々年度会長推薦の件 

第３号議案  年次総会の件 

第４号議案  クリスマス望年会の件 

第５号議案  ３クラブ賀詞交歓会の件 

承認されました。 

年次総会、クリスマス望年会の件、会員の皆様には、

FAX させていただきます。 

 

結婚記念 

 

  阿部秀二郎会員 藤倉武会員 町田知啓会員 

 田中利幸会員 前澤忠会員 

 

誕生祝  

 

 長谷川博会長 田邉弘司会員 山際満会員 

長島豊会員    

 

 

出席状況報告 

中村重継 委員長 

会員数 出席対象者 出席者 メーキャップ 出席率 

５２名 ５０名 ３７名 １名 ７６% 

 

 

 



ニコニコ報告 

長島豊 副委員長 

来訪者（鴨田武様、山田義明様、倉持好二郎様） 

本日は、清水孝男様ロータリー歴 50年及び  

秋の叙勲旭日小綬章、おめでとうございま

す。本日は宜しくお願い致します。 

長谷川会長 清水パスト会長在籍 50 年おめでとうご

ざいます。又、旭日小綬章受賞おめでとう

ございます。 

上原幹事 鈴木幹事の代理となりますが宜しくお願い 

致します。清水会員卓話楽しみにしており 

ました。 

細井パストガバナー 清水孝男様 旭日小綬章おめで 

とうございます。今後もご健勝で我々の手 

本になってください。 

清水会員 【秋深き 在籍 50年 ただ感謝】 

     お陰様で 50年有り難うございました。 

井上会員 清水大先輩、半世紀に渡りロータリー活動

ご苦労様でした。これからも御身体に気を

付けて、我々をご指導ください。本日の卓

話楽しみです。お元気で何よりです。 

田邊会員 誕生祝いありがとうございます。 

矢澤会員 清水様この度は、おめでとうございます。

健康で末長くご指導お願いします。 

神田会員 清水さんおめでとう御座います。 

新井会員 清水孝男様、ロータリー在籍 50年卓話楽し

みにしておりました。旭日小綬章おめでと

う御座います。いつまでもお元気でいてく

ださい。 

前澤会員 結婚祝いありがとう御座います。今年で 

33年目です。 

橋本恭一会員 5番目の孫が 11月 5日、誕生しました。 

長男の次女です。名はなしの梨と中央の央

でリオです。 

島崎会員 2018 年 4 月 24 日、宅和に来てくれた、

「Nepal」の米山学友「Rajbanshi, Anjana」

を覚えていますか？一時帰国していました

が、際来日のめどが立ち、米山の Xmasで会

えそうで楽しみです。そういえば「Anjana」

以後、3年間行田さくら RCには卓話で呼ば

れていません。Ultra Super 情けないです。 

田中利幸会員 結婚祝いありがとう御座います。 

倉持会員 ひさびさの清水さんの卓話楽しみです。又、

この度の秋の叙勲、旭日小綬章の誉、お祝

い申し上げます。行田ロータリークラブ鴨

田会長、倉持幹事、埼玉浮き城プロバスク

ラブで山田様ご来訪歓迎させていただきま

す。 

阿部会員 ロータリー歴 50年の区切りの年に「旭日小

綬章」おめでとう御座います本日は卓話楽

しみにしています。一句 

【50年旭日翁に秋日差す】 

半田会員 久しぶりの出席です。お手柔らかにお願い

します。 

五十幡会員 清水孝男様、旭日小綬章叙勲ならびにロ

ータリー在籍 50 周年おめでとうございま

す。これからも益々元気に宜しくご指導お

願い致します。 

大谷会員 清水さん、旭日小綬章の受賞おめでとうご

ざいます。本日の卓話楽しみにしています。 

川野会員 清水会員、受賞おめでとうございます。 

丑久保会員 12 月 15 日クリスマス例会の参加お願い

します。 

宮本会員 清水さんおめでとうございます。卓話楽し

みにしています。 

（清水孝男様、旭日小綬章叙勲ならびにロータリー在 

籍 50周年おめでとうございます。）の同文として、 

松本健一会員、田中清自会員、三島務会員、 

春日雅樹会員、町田知啓会員、藤倉武会員、 

田村宏会員、梁瀬里司会員、長島豊会員、 

山際満会員、早崎敬会員、飯塚秀司会員、 

松岡由浩会員、中村重継会員、林洋一会員 

 

 

米山記念奨学金授与 

 

米山記念奨学生 テイ チン さん 



 

 

「ロータリーの友」読みどころ紹介 

 

ロータリー雑誌委員会 島崎義春委員 

 

委員会報告  

 

ものつくり大学交流委員会 田中利幸 委員長 

 

 

本日の卓話 

 

パスト会長 清水孝男 会員 

『ロータリー歴５０年を迎えて』 

 ロータリー歴 50 年という事で、卓話をさせていた

だきます。長い間の皆様のご協力、ご支援に改めて御

礼を申し上げます。 

 当クラブは、長谷川会長・鈴木幹事のもとに今年は

創立４５周年を迎えました。立派な年度計画書が出来

ました。早くも５ヶ月を経過しましたが、クラブ運営

は先ずは安泰と思って居ます。 

 今日の卓話は、第一に行田ＲＣ入会の経緯と諸事業、

第二に当クラブ設立についての説明を致します。私共

の会社の先代が行田ＲＣを退会し、代わって私が入会

致しました。入会早々私は親睦委員長を、任せられま

した。「是非一泊旅行を‼」との強い要望で早速、帝国

ホテルに連絡して渉外の担当者に来会して貰い計画を

進めました。その結果、欠席者２名だけで後は全員参

加の一泊旅行が実施されました。当時の宝塚のトップ

スターのディナーショー込みの旅行は好評裏に終了す

ることが出来ました。 

 次いで大きな事業は始めての交換留学生の受け入れ

がありました。ホストは、当時行田製氷の鳥居君と私

の 2 軒でしたが、同年齢の娘が私共に居りました事か

ら一年間はオーストラリヤの娘さんを受け入れました。

居心地がよかったのか、彼女の妹が翌年とその翌年そ

の妹を私共で受け入れました。この間先方の両親も来

る事になり、私共を宿として日本旅行を楽しんで居ま

した。 

 さて、当クラブ初代会長の栗原さんは、私が行田青

年会議所を創りました時の特別会員でありました。こ

の他、商工会議所では長い間一緒に仕事をして、工業

部会では正副部会長として、また協同組合では正副理

事として共に仕事をした仲間であり、家族ぐるみのお

付き合いをして居りました。 

 私も、協同組合を抱えて居り良く一緒に県庁の商工

部への顔出しを致しました。何時もご一緒する中に、

新しいクラブを作る話と、そして行田の名所となる千

本桜を作ろうという構想でした。県の商工部長に鈴木

さんなる課長補佐、この方は近く県の部長にもなられ

まして、桜並木の記念事業には大きな力となって頂き

ました。この鈴木さんに日本桜の木会を紹介され、こ

の桜の木会の品川さんなる専務が何回も行田に来られ

ました。その都度料亭魚七（栗原さんの姉さんが女将）

で会食致しました。その時の会合から千本の桜と、認

証伝達式の来賓向けの「桜の苗木」を無償で下さる話

となりました。 

 栗原初代は、当時の埼玉県知事とも別懇で個人的に



も良く湯河原旅行して居りました。ここからの話で、

むさしの千本桜の記念植樹が、長野の富士見公園で実

施されました。当クラブ創立直前です。 

 千本桜については、行田市の緑化推進協議会が有り、

栗原さんもその役員の関係から一時的には「千本桜」

の事業主体は、同協議会という話も出ましたが、千本

桜は間違い無く我が「行田さくらロータリークラブ」

が事業主体であります。 

 尚、後日「むさしの千本桜」の記念碑が建てられま

したが、これは北村西望先生の書で、当時会員の高橋

さんと栗原さんが出向いて揮毫を頂きました。この謝

礼は、全て栗原さんの個人負担でありました。 

 

『勇敢なる国家になろう』 

 今年元日の産經新聞に掲載された文章の末尾に「今

や令和の初年は、明治の初年を思わせるような厳しい

困難の中にある。日本は、現状を『つき抜けて』、深き

民の勇敢なる国家に『到』るために奮闘しなければな

らない」と書いてありました。（新保 祐司氏） 

 また、ある面では「日本の正体は ひ弱な花」とあ

りました。中国初の武漢ウィルスの第一波を日本人は

見事に乗り切った。然し、困難に対処する緊急事態宣

言にはおおむね強制力も命令権もない。国家はひたす

ら要請する。これでは外国の侵略の前では無力である。 

 尖閣諸島周辺海域では中国海軍の一翼となった海警

局の武装艦群が日々、侵入を続ける。国土も国民も、

日本国は他国と同じように自力で守らなければならな

い。そのためには憲法を改正し、法律を整え、軍事力

を強化しなければならない。独立国として国の形を造

らずしてどうするのか。 

 経済力、軍事力、情報戦、全ての手段を用いる中国

に対して日本政府は国際社会において明確に抗議した。

だが奇妙なことに国内でははっきりしない。自民党も

公明党もどうしたのだ。この期に及んで習近平国家主

席の訪日中止も明言できずにいる。こうした中に我が

クラブは、その運営の流れの傾向に非政治的面が有る

が尖閣の問題等、国家の浮沈に関わる時に如何にも無

関心・無責任の感がしてならない。 

 6 月 30 日、中国は香港に国家安全維持法導入を決め

たが」、彼らの強硬姿勢は弱い者に対する常套手段だ。 

 中国におもねって、見返りがあると考えるのは間違

いだ。どの国も、とりわけ日本は中国に潰されないよ

う、厳しい闘いを覚悟しなければならない。 

 李元外相は、日中韓公共外交フォーラム開催中に「日

本は中国固有の領土、尖閣諸島は中国に帰すべきだ」

語っている。北朝鮮・南シナ海、はては豪州・日本も

中国領土だったと主張している。だが中国は国際社会

の批判など歯牙にも掛けず、中国海軍は対象地域で大

規模軍事演習を続行している。 

 中国は、他国の領土を奪うには、それが元々中国の

ものであるのに不当に奪われていたという物語が必要

だ。嘘を段々と本格化している。豪州はいま、中国の

真の意図に気づいて猛然と闘っている。香港も台湾も

苦しんでいる。日本よ、独立国の気概を持って米国と

共に闘え。この岐路に選択を間違えてはならない。力

を整備して日本の価値観を掲げ、闘うのだ。（一部、桜

井 よし子氏） 

 

 

 

謝 辞 

 



 

点 鐘 

懇 親 会 

 

 

 

 

 


