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お客様、会員の皆様こんにちは。
　今年度最終例会です。

　クラブ例会は言うまでもなく最も重要なロータリー活
動です。

「入りて学びて、出でて奉仕せよ。」
- Enter to Learn , Go Forth to serve -
アメリカ合衆国では大学等でこの言葉を使うことがよく
あります。（語源は宗教用語とも言われています。）
今も国際協議会の入り口に貼ってあるロータリーの非公
式標語です。
　例会を柱にしっかりと学び、そしてそれを地元地域社
会のみならず世界に向け奉仕をしましょうというものです。
　日本のロータリーは先人達がその英知で原語に素晴

らしい翻訳をしています。
この「入りて学びて、出でて奉仕せよ」もその一つですが、
私は自分の気持ちに正直に直訳したいと思います。

「入れ！勉強するために、さあ外に出ろ！奉仕するために」
こんな感じでしょうか。
　1 年間皆様とご一緒に学んで参りました。後ほど 1 年
間を振り返りたいと思います。
　本日も最後までお付き合いのほどよろしくお願いい
たします。

　歴史と伝統の大宮 RC 第 62 代会長の大役を終え
るにあたり、この1年間クラブ運営に深いご理解を頂
いた会員の皆様に改めて感謝申し上げます。
　会長職を務める栄誉を頂いた時、はじめに目標とし
て心に浮かんだのは 17 年前の初入会時の大宮 RC の
偉大なる先人たちによる素晴らしいクラブライフの再
現でした。もちろん社会環境に応じた変革は必要です
が、他方変わらずに必要とされるものもあるはずです。
　私の好きな言葉の一つに「a rolling stone gathers 
no moss」日本語で「転がる石は苔むさない」があり
ます。（ローリングストーンズのバンド名はここからきて
います。）意味としては、いつも新しいことにチャレンジ
していれば古臭くならない、という感じでしょうか。
　しかしながらこの言葉にはもう一つの有力な解釈が
あります。「苔」を良いものと捉えると、いつもあちこ
ちふらふらしている者には風格が備わらない、という
意味です。どちらの解釈もその時々に正しいのだと思
います。流れていく時間を止めることはできませんが、
せめてこの1 年間たとえわずかでも、栄光の大宮 RC
のエスタブリッシュメントの雰囲気の再現に一生懸命
努めました。
　会長を務め、素晴らしいことばかりでした。その中
で今心に浮かんだことが 3 つあります。
　1つ　今年度私の多くの知人・友人に大宮 RC に入
会して頂き、また卓話にも来て頂きました。入会を受
けてくれるか、第一線の人間が多忙のところ卓話に来
てくれるか、私という人間がこれらの皆様と付き合って

きてどう思われているか自分の半生の成績を評価され
ているようでした。お声かけした全員の皆様に入会頂
き、また第一線で活躍している方たちに卓話を頂け、
こんな面倒な人間ですが、少しは信用されているので
はと安心しました。
　2 つ　ロータリーを通して、齋藤守毅幹事という戦
友を得ました。私は幹事として時の永嶋会長から多く
のことを学びました。永嶋さんのような立派な会長で
はありませんでしたが、永嶋さんと私の関係同様、こ
れからも生涯家族ぐるみのお付き合いをさせて頂きた
いと思います。
　そして最後 3 つ　私は大宮 RC が大好きです。こ
の1 年間微力ながらクラブのことを一生懸命考えてき
ました。しかし第一例会から先週までは若葉マーク付
きの会長で、とても人前で大宮 RC の会長と言えるよ
うな状態ではないままに、クラブ運営に必死に尽力し
てきました。最終例会を終えようとする今この時、やっ
と1 人前の大宮 RC の会長になれた気がします。
　さあいよいよ次年度中川ガバナー、徳山会長年度が
始まります。
　この1 年間皆様と共に学んだことを、この地区でそ
して世界で実践する時です。
Enter to Learn , Go Forth to serve　

「入れ！勉強するために、さあ外に出ろ！ 奉仕するため
に」を皆様とともにさあ Let's　Begin.
　1 年間の皆様のご協力に感謝します。ありがとうご
ざいました。
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在会記念 15 年ありがとうござい
ました。

〈小林義久〉
小林“よっちゃん”15 周年おめで
とうございます。

〈江本尚浩〉
小林義久会員在会 15 年おめでと
うございます。

〈小川和信・平田　繁・岸　聡・関口　茂・
岩瀬雄一・進藤博司・飯野耕司・田中
康之・三浦　守・太田英成〉
本間玲様 大宮 RC へ入会おめでと
うございます。

〈中川高志・江本尚浩・橋本和久・飯野
耕司・櫻井義久〉
小坂さん司会ありがとうございます。

〈中川高志・櫻井義久・岩田尚明・新井
貴之・齋藤守毅〉
小坂さん最終例会司会任せました！

〈江本尚浩〉
小坂会員司会お疲れ様でした。

〈戸井田修・森　正志〉
江本会長最終例会おめでとうござ
います。中川年度を抜いて記録更
新です。おめでとうございます。

〈中川高志・岩井良彦〉
江本会長、齋藤幹事、櫻井さんに
は大変お世話になりました。

〈大瀧榮壽〉
1 年間大変お世話になりました。
ありがとうございました。

〈大瀧榮壽〉
江本年度大盛況でした。役員の皆
様ご苦労様でした。

〈小川和信〉

江本会長、齋藤幹事一年間お疲れ
さまです。例会プログラム楽しかっ
たです。ありがとうございました。

〈浅野　仁〉
江本会長、齋藤幹事、役員・理事
の皆様、一年間ご苦労様でした。
ありがとうございました。

〈田村　眞・内藤考三〉
江本会長、齋藤幹事、大瀧副会長、
櫻井副会長、楽しく充実した一年
をすごさせていただき、ありがと
うございました。

〈永嶋良一〉
江本会長、齋藤幹事を始めスタッ
フの皆様、楽しいロータリーライフ
を一年間ありがとうございました。

〈川島利雄〉
あっという間でしたね。お疲れさ
までした。

〈渋木理俊〉
江本会長、1 年間ご苦労様でした。
ありがとうございました。

〈遠藤省吾・大竹　敦・進藤博司・徳山
義行・小林憲樹・竹内裕司・小川武士〉
江本会長、齋藤幹事、良く出来ま
した。

〈平田　繁〉
江本年度のあれやこれやがみな走
馬灯の様によみがえって涙が止ま
りません。ありがとうございました。

〈岸　聡〉
江本会長、齋藤幹事、大瀧副会長、
櫻井副会長、1 年間ありがとうご
ざいました。

〈小林義久・福島謙二・矢崎直良〉

江本会長、齋藤幹事一年間ありが
とうございました。

〈櫻井義久・田中康之〉
奉仕 PJ 担当理事山本さん、地域奉
仕 PJ 委員長戸井田さん、今年度お
世話になりました。

〈田中康之〉
クラブ役員・理事のみなさまおつ
かれ様でした。

〈星野晃一郎〉
江本会長の例会楽しませて頂きま
した。

〈小林治夫・善行地潔〉
江本年度大変お世話になり有難う
ございます。

〈山本和保〉
江本会長、齋藤幹事一年間お疲れ
様でした。昨日、結婚記念日祝の
シャンパンを片手にサッカー日本
代表の試合を観戦しました。最高
の結婚記念日になりました。

〈小坂良二〉
皆さん1年間有難うございました!!

〈祝原英隆〉

江本会長、櫻井・大瀧副会長、齋
藤幹事そして各委員会委員長の皆
様、一年間お疲れ様でした。おか
げさまで楽しいロータリーライフ
の 1 年でした。

〈小林康一〉
江本会長、櫻井副会長、齋藤幹事
一年間お疲れ様でした。

〈平子敬三〉
1 年間ありがとうございました。

〈齋藤守毅〉
MY DEAR 大宮ロータリアンズ　
Thank you very much. Once 
again!　

〈江本尚浩〉
事務局難波さん、エレクトーン田
中さん、1 年間ありがとうござい
ました。　

〈江本尚浩〉

中川ガバナーと共に頑張りましょ
う！

〈江本尚浩〉

６月2０日の合計金額 79,000円
（6月20日までの累計金額2,801,000円）

2018年７月１１日（水）12：30点鐘 パレスホテル大宮

在会記念祝 (15年)［江本会長／小林会員］ 入会式［本間　玲様］

点鐘

【卓話】「行政書士の活動について」

東京都行政書士会 会長 常
つ ね ず み

住 豊
ゆたか

 様


