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　クラブの取り組みとしてガ
バナーを輩出するというのは
多少なりとも負担はかかりま
すが、どうか寛容な気持ちで
中川ガバナーを応援していた
だきたいと思います。
　4日間の地区大会というの

は副幹事も含めて地区大会実行委員会が形成されます。これは
何が大事かというとこの4つ「いつ・誰が・どこで・何をするの
か」要するに10人、20人がまとまって動くのではなく、自分の与
えられたことだけをやれば成功します。ひとり一人の任務という
のが大事です。
　またRI会長代理ご夫妻のお迎えするわけですけれども、やは
り食の問題というものがあり事前にアレルギーの有無や宗教上
の問題などの確認も必要です。
　次に大切なのが講師や来賓の方の担当者を決めて誘導するこ
とが必要です。

2017-2018年度 大宮ロータリークラブ会長

江本  尚浩

客様、大宮RCの皆さまこんにちは。
　9月に入って最初の例会です。9月、

異称長月です。まだ暑い日もあろうかと思い
ますが、先週末訪れた軽井沢ではたくさんの
赤とんぼが飛んでいました。
　童謡赤とんぼは私だけでなく多くの皆さま
も好きな曲の一つではないでしょうか。
　子供のころ「赤とんぼ、おわれてみたのは
いつの日か」赤とんぼが人間に追っかけられ
たはいつだったか（赤とんぼ主役　泳げたい
やきくんの先駆者になってしまう）子どもの
ころ自分が赤とんぼに追っかけられて怖い思
いをしたのはいつの日か（助詞がないので作
詞の漢字を見ないと勘違いしてしまう。）
　童謡赤とんぼは、三木露風作詞　山田耕
筰作曲による曲です。作詞の三木露風は5歳
（一説には6歳）の時に両親が離婚し、兵庫
県揖保郡龍野町の祖父に引き取られ育てら
れました。赤とんぼはこの頃の龍野町時代の

自身への郷愁から作られたものと言われてい
ます。
　歌詞は現在の自分が赤とんぼを見たこと
をきっかけに、過去の記憶へ遡り、そしてま
た今現在の自分に戻るという手法で作られ
ています。
　1番は、時期さえも特定できないほど幼児
期に、「姐や」奉公にきた年若い女公に背負
われて赤とんぼを見た夕暮れの記憶。
　2番は、少し大きくなり、恐らくその姐やと
一緒に桑の実を摘んだまぼろしのように儚い
記憶。3番は、母と別れて暮らしている中で
の唯一の幼い自分の心の拠り所であるその
姐やも嫁ぎ、その後便りすら来なくなったと
いうこと。
　そして最後の4番では、今この時この記憶の
きっかけとなったあの幼児期に姐やの背中で
見た夕焼けの空の下、赤とんぼを目の前に一人
佇む自分がいます。（ですからきっかけとなっ

お た4番と原風景である1番だけが、「夕焼け小
焼け」の空の下での歌詞になっています。）
　これらに皆さまの誰にでもある幼少期の懐か
しい記憶をあわせてご一緒にお聞きください。
　夕暮れ時の美しいけれどどこか切なく寂し
い風景が、そして心のどこかにしかし消えるこ
となく残る幼少期へのノスタルジアが私たち
の共感を呼ぶのではないでしょうか。

　本日は、濱野ガバナー年度の地区幹事恵
川一成（えがわかずなり）様にガバナー輩出
クラブについて、特に多くのメンバーが務める
地区副幹事の役割を中心にお話を頂きま
す。
　本日もどうぞよろしくお願いいたします。

「Let’s Begin!」今年度のテ
ーマ

「AI（人口知能）」

恵川 一成 様大宮シティロータリークラブガバナー輩出クラブとして

ゴルフ部会

卓  話

　これから副幹事をやられる方は新しく配られる心得をよく読
んでいただきたいと思うのですが、地区の副幹事というのはガ
バナー事務所のスタッフ職であって、ガバナーをサポートし地区
運営を円滑にさせるための任務でありまして、意見を求められ
ない限り意見をするものではない。要するにガバナーをサポー
トすることが重要で、部門の仕事をするわけではなく、色々なこ
とをさせられるかもしれませんがハッキリ断って結構です。
　最後にみなさんにお願いがございます。日本のロータリーの
父と言われております米山梅吉翁の数々の言葉の中に「人々に
してほしいとあなたが望むことを人々にそのとおりせよ」とあり
ます。ぜひ2018中川ガバナーがしてほしいと思うことをロータ
リークラブのメンバー・スタッフのみなさんでそのとおりするよ
うにお願いしたいと思います。2018・19年度日本34地区はもち
ろんのこと世界各地からもこの2770地区というのは大変注目
を浴びている地区でございます。中川年度に対しましてご指導
ご協力をいただき、素晴らしい記憶に残る年度になりますよう
に大宮クラブの皆様方の絶大なるご協力をお願いいたします。

日時：2017年9月7日（木）
場所：川越カントリークラブ
【 優 勝 】善行地潔会員
【準優勝】飯野耕司会員
【 3 位 】関口　茂会員

9月6日（水）
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ご協力ありがとうございました。

大宮中央の樋口と申します。本日は宜
しくお願い致します。
〈樋口領治様〉
中川年度ご協力よろしくお願いします。
〈恵川一成様〉
本日はよろしくお願いします。
〈日向映介様〉
大宮シティーロータリーから参加さ
せて頂ました。宜しくお願いします。
〈名取俊行様〉
お客様ようこそ。
〈江本尚浩･大瀧榮壽･小川和信･星野秀
敏･関口茂〉
恵川様、日向様ようこそ。卓話よろし
くお願いします。
〈川島利雄〉
日向さん、樋口さん、お久しぶりです。
〈平田繁〉
ようこそ恵川一成さん・日向映介さん。
すばらしい卓話ありがとうございます。
〈岸聡〉
恵川さん本日は卓話ありがとうござ
いました。
〈江本尚浩･小林義久･岩井良彦･大瀧榮壽･
浅野仁･飯野耕司･徳山義行･櫻井義久･
山本和保･清水啓生･祝原英隆･齋藤守毅〉
恵川様、樋口様、日向様、名取様、本
日はようこそおいで下さいました。
〈飯野耕司〉
恵川様ようこそ。
〈鈴木俊一〉
橋本さん、流れるような名司会振り、
ありがとうございます。
〈福島謙二〉
大宮シティロータリークラブの皆様よ
うこそ。
〈長谷川剛〉

恵川パスト地区幹事ようこそいらっ
しゃいました。大変詳細にわたりまし
て、ご指導いただきまして有難うござ
いました。
〈荒井渉〉
恵川さん卓話ありがとうございます、
ご苦労様です。
〈田村眞〉
恵川さん卓話よろしくお願いします。
〈遠藤省吾〉
恵川さんありがとうございました。多
すぎてよく分かりませんでしたので、
一緒にお手伝いくださいませんか？
〈平田繁〉
恵川様卓話ありがとうございます。お
客様ようこそ。
〈進藤博司〉
恵川さん、いつもお世話になっており
ます。本日も貴重なお話ありがとうご
ざいます。
〈小坂良二〉
平子さん大宮ロータリーへようこそ。
〈江本尚浩〉
平子さん大宮RCにようこそ一緒に
ロータリー活動で奉仕の感動を共有
いたしましょう。
〈橋本和久〉
平子様入会おめでとうございます。
〈櫻井義久･善行地潔〉
今日から宜しくお願いします。
〈平子敬三〉
誕生日、結婚記念日祝の皆様おめで
とうございます。
〈江本尚浩〉
誕生日祝、ありがとうございます。
〈竹内裕司〉

結婚記念日お祝いありがとうござい
ます。
〈内藤考三〉
千日会石井部長ありがとうございま
した。平田節健在でした。
〈江本尚浩〉
千日会を新道山家にて催しいただき
ありがとうございました。平田パスト
会員の卓話がすばらしかったですね。
〈川島利雄〉
千日会役員の皆様おつかれ様でした、
楽しかったです。
〈鈴木俊一〉
千日会楽しかったです、ありがとうご
ざいました。
〈星野晃一郎〉
石井さん昨日の千日会楽しかったです。
〈三浦守〉
昨日は千日会お疲れ様でした。
〈高山利弘･矢崎直良〉
小川会員、昨日の千日会石井会員の
代役、お疲れ様でした。
〈戸井田修〉
昨日は、千日会ありがとうございまし
た。
〈石井宣子〉
千日会お世話になりました。
〈石井優〉
千日会たのしかったです！
〈齋藤守毅〉

橋本さん、本日は司会ありがとうござ
いました。
〈江本尚浩･飯野耕司･新井貴之･齋藤守毅〉
小坂さん在会五年記念おめでとうご
ざいます。
〈江本尚浩〉
蓮池さん、おいしいおいしいキリン
ビールありがとうございます。
〈江本尚浩〉
所用で中座させて頂きます。
〈岩﨑彰〉
恵川さん日向さん相変わらずお元気
にご活躍で嬉しいです。
〈渋木理俊〉
恵川さん、お久しぶりです。
〈小林治夫〉
橋本パスト会長昨日はごちそう様で
した。
〈鈴木俊一〉
新しくなった一番搾りをお持ち帰り
下さい。
〈蓮池慎二〉
お祝いいただいたにも関わらず本日
早退いたします…スミマセン。
〈竹内裕司〉
｢あかとんぼ」歌って気持ちが良かった！
〈栗岡宏治〉
久々に出席することができました。今
後共よろしくお願いします。
〈山中庸彦〉

◆ ニコニコボックスのご報告 ◆

76.06%
修正出席率

47名（66.20%）
出席者数（出席率）

11名
メークアップ

74名（71名）
会員数（出席者算定者数）

第3058例会
例　会

第3060例会
例　会

8月23日
前々回

9月6日
当　日 次回例会案内

石井　哲 様
いし い さとし

【卓　話】みずほ銀行専務執行役員　
2017年9月27日（水）12：30点鐘  パレスホテル大宮

感謝状の贈呈［永嶋会員・江本会員］

左から…○○○○会員／○○○○会員／○○○○会員／○○○○会員／
前列…○○○○会員／○○○○会員／○○○○会員／○○○○会員／

左から…大宮シティロータリークラブ 名取俊行様／川島会員／橋本会員／平子会員
前列…大宮シティロータリークラブ 日向映介様／大宮シティロータリークラブ 恵川一成様

左から…長谷川会員／徳山会員／飯野会員／関口会員／小林会員
前列…渋木会員／荒井会員／浅野会員

左から…山中会員／藤澤会員／高山会員／竹内会員／
蓮池会員／栗岡会員　　前列…遠藤会員／新井会員

左から…清水会員／小坂会員／山本会員／祝原会員
前列…岩﨑会員／藤間会員／福島会員

左から…矢崎会員／進藤会員／花俣会員／岸会員／戸井田会員

左から…星野会員／岩井会員／川島会員／大瀧副会長／小川会員

MC［橋本会員］ 入会式［平子会員］ 在会記念祝［小坂会員］ 幹事報告［齋藤幹事］ 委員会報告［山本会員］ 委員会報告［蓮池会員］ 出席率報告［石井会員］ キリンビールをいただきました
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