
◎会長報告－児玉健二副会長
　皆さん、今日は。髙萩会長が所用
の為欠席されておりますので、私が
代わりに報告させて頂きます。朝晩
大分寒くなり、日中も太陽が出てい
ないと冷えこむ感じになっておりま

す。紅葉も段々と里に下りて来て、近場でも目にす
るようになってきています。それでは報告に入りま
す。10 月 28 日に渡邉公平ガバナー時のガバナー補
佐予定者が県内から集まりこのミドリで研修会が開
かれました。この件で後程鈴木修一郎幹事長よりご
報告があるかと思います。その研修会で 2 年前にガ
バナーをされた大橋パストガバナーのお話をします
と、当時渡邉公平ガバナーエレクトはガバナー補佐
で会長は鈴木修一郎会員、幹事は鈴木雅之会員でし
た。訪問した大橋パストガバナーはこんな若手の方
が会長幹事をされるとは大変素晴らしいと感銘を受
け、是非勿来ロータリークラブよりガバナーを出さ
ないわけには行かないと思われたそうです。私から
は以上です。
◎幹事報告－冨澤藤利幹事
・パスト会長、直前会長会議が本日開催されます。6
時 30 分より次の副会長選出について会議を開く予
定です。
・地区大会登録料についてはガバナーを出すクラブは
会員全員が 3年間支払うことになっており伊藤ガバ
ナーより文書が届いております。
・他クラブより 11 月のプログラムが届いております。
回覧中です。
・2012 年度～ 13 年度の年次計画書がいわき鹿島ロー
タリークラブより届いておりますので回覧します。
・地区大会の講師の変更案内が来ております。11 月
18 日の本会議に予定していた東尾修氏がＷＢＣの
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投手総合コーチに就任し多忙となり、代わりにＮＨ
Ｋ解説員の小早川氏が来て頂くことになりました。
・10 月 8 日に「イザナギ　イザナミ」の除幕式が行
われましたが記念写真が残っていますので欲しい方
は金成事務局か幹事へご連絡下さい。
◎各委員会報告
◇出席委員会－髙木小委員長
　本日の出席状況は下記の通りです。
◇スマイルボックス委員会－富岡副委員長
・前回の職場例会参加ありがとうございました。
鈴木（雅）、後藤、赤津、渡辺（勉）、清水、嵐
各会員及び冨澤幹事
・めっきり秋が強まりました。健康には気を付けま
しょう。　　　　　　　　秋山、押田、富岡各会員
・前回のゴルフ愛好会で優勝いたしました。

渡邉公平ガバナーエレクト
・第 2530 地区ガバナーエレクト事務所開設おめでと
うございます。富岡、小熊、小松崎、岩元、川口各
会員及び児玉副会長
・前回休んでごめんなさい。

　髙瀬、斉藤、鈴村、金成各会員
◎渡邉公平ガバナーエレクト事務所

－鈴木修一郎会員
　10月 28 日に来年度 2013 ～ 14 年度
ガバナー補佐予定者会議を開催致し
ました。10 時 30 分から 13 時まで開
催予定でしたが皆さんの集合時間が

早く 10 分早目の 10 時 20 分からの開催でした。大橋
パストガバナーが研修リーダーで来て頂きました。8
分区からガバナー補佐予定者、当クラブから地区大
会、地区協議会の担当役員の方に集って頂きました。
内容は次年度ガバナー補佐としてどのようなことを
活動するかを大橋パストガバナーよりアドバイスを
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頂き、その内容を認識しました。8地区の皆さんにお
願いしたのは、来年度の組織についてそれぞれの委
員会の中に福島県内各地の委員長になって頂きなる
べく全体で取り組める形にしたいというのが渡邉公
平ガバナーエレクトの考えですのでそういった面で
の協力をお願いした訳です。ガバナーエレクトを出
した以上当クラブの底力を発揮して頂きご支援ご協
力をお願いします。今後の予定は 11 月 17、18 日の
地区大会がありますがいわきのＰＲをしなければな
りません。そして 12 月 18 国際協議会出席歓送迎会
をいわきワシントンホテルで 120 人規模で事務所開
きと一緒に行う予定でいます。時間は 16 時から全員
参加でお願いします。
◎会員卓話－第 29 代会長　髙瀬　政男会員

　皆さん、今日は。会長からこのお
話があった時、皆さんの前で話をす
るのが苦手なものでお断りをしまし
たが、入会してから会長が終るまで
の間の話で良いからと再度たのまれ

お引き受けすることにしました。私が当クラブに入
会させて頂いたのは 38 年前の昭和 49 年 10 月 16 日
でした。
　会長は、当時呉羽病院の理事長の青海さんで、幹
事は、金成さんでした。金成さんには、色々と、ご
指導頂きありがとうございました。感謝申し上げま
す。入会の翌年は、出席委員長を命ぜられました。
当時は、各テーブルに各会員の出席簿がありまして、
出席の方は○をつけ、メークアップされた方は、カー
ドを名簿にはさんで頂き、各テーブルの出席簿を集
め、出席簿を計算して発表する方法でした。私は、
生れも育ちもこの地でありませんし職業も、2、3 軒
の歯科医院との付合でしたので、失礼ですが、殆ん
どの方は、知りませんでしたので、10 周年の記念誌
の顔写真を見ながらでした。翌々年、青海さんが分
区代理になられましたが、ご家族が当地ではなく、
東京でしたので留守にする事が多かったので各クラ
ブからの連絡事項もあるので電話の受ける係が必要
なのでその係り役が私に廻って来ました。当時はい
わき分区とは云わず浜通り分区と云う相馬まで 11 ク
ラブでした。各クラブの訪問や分区代理の会議など
の際運転でしたので車中でロータリーについて色々
と教えて頂きたい大変勉強になりました。ある時、
郡山での会議の時でした。青海さんが留守にする事
が多いので君も同席しなさいと云われ会場に入った
ら地区幹事の方があなたは何でいるですかと云われ
ました。それまで当クラブや分区内では分区幹事と
呼ばれていましたので、分区幹事ですと云ったら、
今は正式に分区幹事と云いますが、当時はそんな呼
び名は正式には無いので勝手につけないで欲しいと
ご立腹の様でしたが、折角来たのだから別室に食事
を用意するので喰べて下さいと云われました。
　又会津若松のパストガバナーで穴沢さんと云う方
が大変音楽通の方でして、国際理解と云うか国際交
流は音楽を通じてが一番だと話され色々の国から来
ました。平東クラブがいわきのお世話役でしたので、
分区代理にも例会に出席して欲しいとの連絡があり
ましたがどうしても出席出来ないので、私に代わり

に出席してホームスティやその他の事などを聞いて
来て欲しいとの事でしたの出席しましたら、当時の
東の会長の山田先生が私の紹介で、今日は分区代理
の代理さんに来て貰ったので後程挨拶を貰う予定で
すのでよろしくとの事でしたが、しかし何んの用事
もして居なかったので頭が真白になり食事もどこに
入ってか判りませんでした。本当に色々の事があり
ましたが、皆さんのご指導とご協力を頂き何んとか
務める事が出来一安心でした。
　その後ち、鈴木修一郎さんのお父様から、「今日、
素晴らしい蟹が手に入ったので家で一杯やりましょ
う」と電話を頂きましたので嬉しくなり伺いました。
当時の幹事の中根さんは既に来て待っててくれまし
た。鍋が出来る前にまず乾盃しましょうと云うこと
になりまして 3人で乾盃しましたら、中根さんが「こ
れで決定しました。」鈴木さんは、「よろしくお願い
します」とのことでしたので、何んの事ですかと 2
人に聞きましたら、「次年度の副幹事は髙瀬さんに決
定しました」これまでにこのような話しは全然出て
いませんでしたのでお断わりしようとしたら例のき
まり文句で「ＹＥＳがあって、ＮＯが無いのがロー
タリー、この名言を知っていますよね」とのことで
した。ああ失敗したなあと思いましたが酒も蟹もご
ちそうになったので引き受ける羽目になりました。
　しかし、入会して一年ちょとなので無理だろうと
殆んどの方が心配されたと思いますが、そこは、ロー
タリーで、多くの会員の方々から、ロータリーの文
献を貸して頂いたり、色々の会合や、研修会は必ず
出席する様進められたり、又親身なるご指導を頂き
まして大変勉強になった一年でした。
　昭和 63 年の最終例会がみどりさんの 2階の大広間
で開かれた夜の例会での出来事でした。例会が終っ
たので“サア”これから乾盃かと思ったら、「これか
ら緊急の理事会を開きますので理事の方は別室に集
まって下さい。他の方は新年度の委員会の活動方針
の相談をしてお待ち下さい。」と話されて別室に移動
されました。しばらくして、横木エレクトさんから
理事会の結果報告がありまして、実は次年度副会長
予定者の方が、一身上の都合で本日を以って退会す
る事になったので、理事会で相談の結果、次年度の
副会長を髙瀬さんに決定しましたので、ご報告致し
ます。「よろしくお願いします。それでは、ご挨拶を
どうぞ」まったくよきせぬ報告で、平東と同様頭が
真白といいますか、何が何んだか判りませんでした。
断る間も無く、挨拶の催促でしたので、仕方無くや
りましたが、今でもどの様な挨拶だったか思い出す
事が出来ません。これまでに乾盃は気持ち良く飲め
ましたがこの時だけは飲めませんでした。終った途
端、冷やかし半分、慰め半分の酒を進められ、完全
にグロッキー状態で家に帰り一人ごとで、家内に副
会長になっちゃったと話したら、酔っぱらって何を
云っているの、寝言は寝て言うものと言われそのま
ま・パタンキュウで寝てしまいました。次の日の朝
夕べの話は寝言では無く、本当にやって行けるのか
心配がひとつ増えました。


