会 長 あ い さ つ
会長

田口 修身

皆さん、こんにちは。今日は
お話したいことがたくさんあり
ます。先ずは、あの3.11から丸
５年です。中々復興が進みませ
んが一日も早く元に戻れるよう
願っています。また、福島第一
原発は廃炉まで何年かかるか見えない。５０年、
１００年の気の遠くなるような作業のようです。影
響を出来るだけ少なくソフトランディングが出来る
よう願っています。
もう一つは東京大空襲で１０万人もの方が亡く
なってもう７１年になります。お袋が生きていると
きこの時期になると東京の空が真っ赤だったと毎年
のように聞かされました。昨年亡くなったかみさん
の母親はあの晩、たまたま墨田区にいて空襲にあっ
た。泳げないから隅田川には飛び込まずビルがあっ
たので震えながらうずくまって夜を明かした。朝起
きると回り中亡くなった人であふれていた、と話し
てくれました。２．３歳だった会員の藤池さんもお
母さんの背中で真っ赤な空をみていた記憶があると
いうのは先月埼玉新聞で読んだばかりです。今日会
員卓話を頂く大竹先輩はまさにその渦中にいたとお
聞きしたことがあります。戦争が悲惨なものである
ことはみんなわかっています。でも世界中から戦争
が無くならない。ロータリークラブの活動も平和な
社会を求めています。みんなが戦争をなくそうとい
う気持ちが強くなれば平和に一歩近づくと思います。
これで終わりにしたいのですが、今日は私にはもっ
と大きな出来事のあった日です。５年前の３月７日
は入会式を行っていただいた日です。従って、入会
丸５年になります。６年前に誘われてロータリーク
ラブのゴルフに行きました。有 力 見 込 み 客 が 来 て

いると紹介されました。くるところ間違った
か な・・・。ロータリークラブはステータスが高
く敷居が高い。間口も狭い。足の短い僕には敷居
がまたげませんと断っていました。5年前清水恒
さんが今年は本気です。高橋パスト会長と誘いに
行きます。これははっきりとお断りしなければい
けないと考え、高橋さんの三光ソフランさんに行
きました。そこには２０年ぶりで会った元気一杯
の高橋さんがいて、断るつもりがいつの間にか
入ってもいいかなという風に変わっていました。
３０万円の会費も、ゴルフ３０回できるではない
かと思っていましたが、毎週パレスでいろいろな
人とお昼を食べられるだけでもいいかなと思い入
りました。そして今日挨拶をしている私がここに
います。
今は誘っていただいた清水さんと背中を押して
いただいた高橋さんには感謝しています。本当に
ありがとうございました。
私より後から入られた方も大勢になりました。
「積極参加でロータリーを楽しもう！！」という
クラブテーマの下、積極的にクラブ行事に参加し
て、親睦を深め、何かをつかみ、エンジョイして
いただければと思います。
少し長くなりましたが、今日も入会式・お客様
のお話・大竹さんの卓話と盛りだくさんです。今
日の例会もよろしくお願いします。

お客様・奨学生ご紹介
中村雅之 副会長
パストガバナー(浦和北ロータリークラブ)
渡邊和良
パスト地区幹事・パストガバナー補佐
(岩槻東ロータリークラブ) 山形照之
株式会社埼玉りそな銀行 大宮西支店
支店長 神山 透
米山記念奨学生
潘
威

様
様
様
君

お客様ご挨拶
パストガバナー
渡邊和良 様
(浦和北ロータリークラブ)
浦和北ロータリークラブ)
浦和北ロータリークラブの渡邊和良です。よろ
しくお願い致します。
本日は、大竹庄蔵様が大宮西ロータリークラブ
にて、約５０年間のロータリーライフに基づく卓
話をなさると聞き、メーキャップさせて頂きました。
貴重なお話を聞いて、今後のロータリー活動に役
立てたいと思います。

パスト地区幹事
パストガバナー補佐
山形照之 様
(岩槻東ロータリークラブ)
岩槻東ロータリークラブ)

神 山 透と申します。
銀行の事情で長らく中断しておりましたが、今
回再入会させていただき、大宮西ロータリークラ
ブの一員となれました事を大変喜ばしく感じてお
ります。
今後は積極的に活動に参加させていただきたいと
思っておりますので、何卒ご指導ご鞭撻の程、よ
ろしくお願いいたします。

左から田口修身会長、神山 透新会員、
紹介者の髙橋誠一会員、小木曽賢己幹事

幹事報告
皆様こんにちは。今日は先月卓話をして頂きま
した、中村雅之副会長にお礼に来ました。又、本
日、Ｐ・地区幹事会会長、ロータリーの友地区委
員会の大竹庄藏さんの卓話を聞きに参りました。
宜しくお願い致します。

米山記念奨学生
潘

威 君

今月米山の終了式があり
ます。社会人になっても、
ロータリーの奉仕の心を忘れ
ずに頑張りたいと思います。

入会式
✿入会者 神山 透様 ご紹介
髙橋誠一会員
今日は、待望の埼玉りそな銀行 大宮西支店の
神山 透支店長さんに入会して頂く事になりまし
た。神山様は、１９６３年生まれで５２歳、ご家
族は奥様とお子様２人です。その他、詳細はご本
人からお話しいただきます。どうぞ宜しくお願い
致します。

幹事

小木曽賢己

1、4月19日火曜日、地区研修・
協議会が越谷コミュニティーセンターで行われ
ます。次年度会長・幹事始め各委員長、地区委
員の方、出席お願いいたします。
2、財団ニュースが配信されまして、3月のロータ
リーレートは、1ドル116円となりました。先月
より4円の円高です。
3、第三・第四合同ポリオ撲滅チャリティゴルフ
コンペが4月22日金曜日、プレステージCCで行
われます。参加よろしくお願いします。
4、出欠のFAXですが、返事を頂けない会員さんが
多くいらっしゃいます。会場での確認が難しく
なっております。必ず返信をお願いいたします。
尚、メールでの返信でも結構です。
5、下期の会費が未入の方が極少数いらっしゃい
ます。今月末日までにご入金いただきますよう
お願いいたします。
6、次回3月14日例会は、氷川神社の東角井様をお
迎えしてお話をいただきます。楽しみにお迎え
したいと思います。

委員長報告
☆入会者ご挨拶
新井清太 副会長
株式会社埼玉りそな銀行 大宮西支店
支店長 神山 透 様
この度は、入会をご承認いただきありがと う
ございます。埼玉りそな銀行大宮西支店長の

3/3さいたま中央ＲＣの50周年
記念ポリオ撲滅チャリティゴルフ
コンペに私と小沢 孝地区会員増強維持委員長、
福田和子会員、石三重則会員で出席致しました事
報告致します。

会長エレクト
新見和男
3/4(金)、3/5(土)ＰＥＴＳ出席
の報告。

は0で構いません。出来るだけ130名にもっていき
たい、4月で150名位までいき、入会を6月までに
130名にしたいと思います。ぜひお願いします。
また個人的な事ですが、アンチエイジングのク
リニックを銀座に今日オープン致しました。ゴー
ジャスなクリニックだと思います。女性もいらっ
しますが半分位は男性です。銀座に行きましたら
是非宜しくお願い致します。

社会奉仕委員会
髙橋秀樹 委員長
本日は３点ご報告がございます。
まず１点目。週報にレポートを挟んでいます
が、２月２４日１０：３０、大宮ろう学園の喫茶
店に田口会長、清水さん、川鍋さん、小島さん、
島村さんと私の６名で訪問して参りました。当校
高等部生活デザイン科３年生による喫茶店で、生
徒さん手作りの「イチゴババロア」と「ダック
ワーズ（コーヒークリーム入り）」（２個）と飲
み物をご馳走になってきました。とても美味し
かったので、イチゴババロアをお土産に買って帰
りました。
又、当校は昨年１０月開催の全国聾学校陸上競
技大会で男子総合二連覇を飾っており、その優勝
旗とカップで記念撮影をさせていただきました。
昨年皆様にご提供いただきましたバザー品の売上
金（８４５００円）を当大会の遠征費用として活
用いただいたとのことです。改めて皆様のご協力
に感謝申しあげます。
２点目です。毎年行っています「砂場清掃」移
動例会を、今年は４月１８日９：３０～
大宮ろう学園で行うことになりました。詳細は次
回の例会時にご案内いたします。皆様のご参加を
お願いいたします。
３点目です。鉄道博物館でのナイトミュージア
ムへの参加申し込みが２１００名（昨年は１８２
４名）になりました。２０００名の児童と保護者
に大いに楽しんでいただけるようおもてなしたい
と思います。次回例会時に各担当をお知らせいた
します。
また、３月２２日に現地にて設営準備の内覧会
を行います。改めてご案内いたしますので出席予
定の会員の方は是非ご出席ください。

会員増強維持部門委員会
高橋誠一 委員長
今日現在で、大宮西ＲＣのメンバーは104名、あ
と見込の人で決まっている人が8名おり、112名で
す。当初90名からスタートで40名増強目標のとこ
ろ、未だ18名足らないことになります。純増とし
ては20名強、まだ紹介していない方がいらっしゃ
います。そろそろ出して頂いても良いかと思いま
す。1人紹介して2人目を紹介して戴いたら、来年

シスタークラブ委員会
新城盛辛 委員長
４/６(水)～８(金)、南投ＲＣ公式訪問にご参
加頂ける皆さん、例会後１０分程度の打合せをさ
せて頂きますので御残り頂きますようお願い致し
ます。

会員卓話
紙面の都合で別紙にて掲載させて頂きました。

～ 次回例会 案内～
次回例会は、3月26日(土)移動夜間例会となりま
す。大宮西ＲＣ創立記念夜間例会「第２回鉄道博物
館ナイトミュージアム」がいよいよ開催されます。
多くの会員のご協力が必要となりますので、奮って
ご参加くださいますよう
よろしくお願い申し上げます。

会員卓話
パスト会長
大竹庄藏 会員

『 大宮西ロータリークラブ ５０年 』
渡邊和良パストガバナー、山形照之パスト地区幹事、ようこそお出で下さいました。
春めいて参りましたが、4日後の11日は東日本大震災発生からもう5年になります。掛け替え
のない家族を失い、思い出が詰まった家も仕事も、更には長年の友人たちをも無くした方々が
大勢いらっしゃいます。
また、71年前の今月9日夜半から10日未明、東京大空襲によって10万人余の人びとが、人生の
全てを奪われた非道極まる大惨事がございました。私事で恐縮ですが、その火の海を私は経験
しており生涯忘れることが出来ません。様々な出来事が日々刻々出来 (しゅったい) し、それらの積
み重なりが歴史であり、正確には『人間社会の変遷、発展の経過の記録』と辞書にあります様
に、明日の活動のための基盤と申せます。『賢者は歴史に学ぶ』という箴言も皆さん先刻ご承
知のところと思います。『歴史はみんなで作るものと思う。ロータリーの歴史もみんなで作っ
て来た』この一節は、わが第2770地区初代ガバナー・広沢輝雄先生（川越ＲＣ）のご高説の一
部ですが、わが大宮西ＲＣも先年創立50周年を迎え、会員100名を超える大クラブに成長致しま
した。しかし、全会員の過半数が入会まだ日も浅い会員ですので、早くロータリーに馴染んで
頂きたいと願っており、それにはまず歴史をご承知頂きたいのであります。

①日本ロータリー／東京ＲＣの誕生
日本のロータリーが、いつ、どんなかたちで生まれ、どの様な育ち方をしてきたのか、それ
らの事実を知る事によって、これから進むべき道を探るためにも、草創期の時代背景などを確
かめる事が肝要と心得ます。
1918年三井銀行重役の米山梅吉がアメリカ訪問の際、テキサス州ダラスＲＣ会員の三井物産
社員・福島喜三次と出会い、ロータリーの存在を知らされて深い関心を持ち、やがて帰国した
福島が日本にもロータリークラブを作る様すすめた結果、1920年10月20日東京クラブ創立総会
が開かれ、翌1921年4月1日、第855番で国際ロータリーから承認されました。
東京ＲＣの設立を祝って、大祝賀式典が催され、東京日比谷の大通りを、花電車や提灯行列
が深夜まで続いた光景を、わがクラブ第9代会長・柴田敏勝先輩が当時中学生でご覧になり、驚
きと共に深く感激したと伺い、それらを是非記録に残そうと機会を待っていたが、残念にも柴
田元会長はご都合で退会され、やがてご逝去になり実現できませんでした。今も悔いが残りま
す。

②関東大震災
その東京ＲＣ設立の喜びも束の間、僅か2年後の1923年9月1日昼、突然の関東大地震で東京・
横浜は壊滅したと世界に発信され、ＲＩはじめ、世界各国各クラブから続々と救いの手が差し
出され、特にアメリカは、フィリピン・マニラ湾に碇泊中の海軍軍艦に、医師、看護婦、医薬品、

食糧、建築資材などを満載し、地震発生後わずか60時間で横浜に到達、活動に入ったことに、
我が国ロータリアン、一般市民も心から驚嘆し感謝したと記録されております。その頃の日本
のロ－タリーは、上流階級の紳士たちの社交クラブという色合いが濃く、井の中の蛙同様で
あったが、この時真のロータリーを教えられた旨の記述も残されております。

③ＲＩから脱退
その後の国内各地に次々とクラブが創立され、日本ロータリーは発展致しましたが、支那事
変に端を発した戦火が拡大の様相を見せて来ると、軍部からの弾圧が強まり、日本ロータリー
の創始者・米山梅吉会長が憲兵隊に呼び出され、『ロータリーは日本帝国に対する反逆であ
る』などと極言され、国内各クラブにも不穏な空気が及んだり、その結果、1940年に入り各ク
ラブが続々と解散、大阪はいち早く8月12日に解散、東京クラブも8月20日に、日本ロータリー
は9月4日の会合で、国際ロータリーからの脱退を決定、東京ＲＣは水曜クラブ、横浜同人会、
大阪は金曜会などと名称を変えて、戦時中も休まず例会を続けておりました。

④敗戦．ＲＩへ復帰
やがて敗戦、様々な困難を経て世情も漸く落ち着き始めた頃、東京ＲＣを中心に、『ロータ
リー復帰協議会』が結成され、ＲＩへの復帰交渉が始まりましたが、敗戦国のレッテルが貼ら
れているので困難を極めた次第が記されております。そのうち、のちのＲＩ事務総長・ジョー
ジ

Ｒ・ミーンズ氏のお計らいで、連合国軍総司令官・ダグラス・マッカーサー元帥の許可を

取り付け、更に時のアンガス

Ｓ・ミッチェル

ＲＩ会長の許しも出て、1949年3月、漸く東京

ＲＣが以前の認証番号第855番そのままでＲＩへ復帰が叶えられたのであります。そして翌4月
27日再びの承認状伝達式が挙行されましたが、当時内閣総理大臣・吉田

茂氏も出席して祝辞

を述べ、ＧＨＱ－ダグラス・マッカーサー元帥からもステートメントが寄せられたと、記録さ
れております。

⑤埼玉ロータリー／大宮西ＲＣ誕生
社会事情が穏やかになり始めた1951年11月27日、東京ＲＣがスポンサークラブとなって、埼
玉に初めての川越ＲＣが創立されました。これこそ埼玉ロータリーの幕開けであり、その後、
熊谷・浦和に創立され、追いかける様に1955年12月、大宮ＲＣが創立されました。その長男ク
ラブがわが大宮西ＲＣで、創立に当たり、親クラブ大宮から矢島章行、山崎好文、牧野

勝、

松江為吉の４先輩が我がクラブへ移籍され、新クラブのリーダーとして今日の基礎を作って頂
いた次第であります。

漸くわがクラブ誕生に漕ぎつけまして、これからが本題に入る訳でありますが、時間が尽き
ましたので終わります。若しまた機会を頂戴出来ますれば、秘話、エピソードなどをお聞き及
び頂く用意もございます。雑駁なハナシになりました。お詫び旁々厚く御礼申し上げます。
有り難う存じました。

